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第 2 部 ＜重点品目別＞ 輸入関連制度・輸入手続き 

 

［ 品目の対象範囲 ］ 

 

 重点グループ 重点個別品目 HS Code 

［１］ 野菜・野菜加工

品 

いちご（生鮮） 

 

HS0810.10 

［２］ 果実・果実加工

品 

りんご、なし、ぶどう（い

ずれも生鮮） 

HS0808.10、HS0808.20、
HS0806.10 

［３］ 花き 切り花類 HS0603 
［４］ 食肉・食肉加工

品その他畜産品 

牛肉（生鮮）、豚肉（生鮮）、

鶏肉（生鮮） 

HS0201、0203、0207 

［５］ 水産物・水産加

工品 

さば（生鮮・冷凍）、さんま

（冷凍） 

HS0302、0303、0404 

［６］ 加工食品 魚缶詰、みそ HS1604、2104 
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第 1章 野菜･野菜加工品 

 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類：野菜 HS0701～0714、野菜加工品 HS2001～2006 
このうち、ここでは生鮮野菜について記載する（野菜加工品は加工品に記載）。 
 

【重点個別品目】 
品目名 HS コード 分類名 

いちご 081010 オランダイチゴとヘビイチゴ 
注）いちごは、ロシアの HS コード上は「果実」の分類に属する。 

 
2. 輸出の可否 

 輸出は可能である（重点品目を含む）。 
 
3. 手続き全体の流れ 

 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入検疫許可証（ИКР） 

 
・ 発行期間：必要書類が揃っ

ていれば、書類が管理局に

到着してから 30 日以内に

発行 
・ 有効期間：１年間 

ロシア連邦農業管理局（モ

スクワ、もしくは、貨物の

通関地にある同局の出先機

関） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• ロシア連邦法人登録簿記入の証明書コピ

ー（承認印のあるもの） 
• 申請者が税務機関に登録されていること

の証明書（申請者の承認印のあるもの） 
• 保管倉庫に予防的な植物防疫的消毒を実

施したことを証明する書類 
• 倉庫賃貸借契約書コピー（申請者の署名、

承認印のあるもの） 
• 取引契約該当部分（輸出業者と輸入業者

の名前、住所、製品に対するロシア政府

の植物衛生要求が記入された箇所（申請

書の署名・承認印があるもの） 
• 倉庫の植物衛生管理に関する書類（任意） 
• 目的地における輸入品の二度目のチェッ

クを行うための契約（任意） 
• 一時的保管倉庫との契約（任意） 
（費用） 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
・ 約 10,000p。 

 ↓   
 Ｄ．衛生・伝染病学鑑定書（テ

スト記録書付き） 
・ 発行期間：15 日～1 ヶ月間 
・ 有効期間：（サンプル）1

年間、（販売目的）5 年間 

 

 

ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機

関、政府に認定を受けてい

る認証機関 

◎下記書類等を元に衛生検査が行われ、検査

をパスすると発給される。 
• 製品の製造者・団体からの製造証明書 
• 原産国の権限を有する当該機関が発行し

た、製品の人体への安全性を証明する書

類 
• 製品の検査（分析）結果（任意） 
• 衛生伝染病鑑定に必要な数の製品サンプ

ル 
• 衛生伝染病鑑定に提出される製品サンプ

ル抽出証書（サンプルの預かり証） 
• 表示が義務付けられている消費者向けの

ラベルもしくはその見本刷り 
• 製品の使用（利用）条件が明記された技

術仕様書、製品の成分及び使用に関する

技術仕様文書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（製造

者と申請者が異なる場合） 
• 製品供給契約書もしくは契約に関する情

報（必要な時のみ） 
（費用） 
・ 9000p～（鑑定書の登録）/11,500p とい

う例もある。 
・ 500 ユーロ（海外製造者の申請書作成支

援） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓  
 Ｅ．適合証明書(GOST-R)  

・ 発行所用期間：5-7 日間（缶

詰以外商品の認証）/缶詰 2
週間 

・ 海外製造業者の認証 0.5～
1 ヶ月間 

・ 有効期間：1 回限り、1 年

間、3 年間の 3 種類 

 

ロシア各地の認証機関 
・ 商工会議所 
・ その他民間企業が 200

社程度存在（モスクワ

だけでなく、地方にも

存在） 
 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書（製造年月日、賞味期限を含む） 
• 申請企業の登録証明書 
• 申請企業の統一国家法人登記簿謄本 
• 契約書 
• インボイス 
• (Air)waybill 
• 対象商品の原産地証明書 
• ISO 等国際標準を満たしていることの証

明書（過去に GOST-R を取得している場

合は、過去の GOST-R） 
• 輸出国における品質証明書 
• 輸出国における防疫／検疫証明書 
• 輸入検疫許可証（ИКР）（植物由来の場合） 
• 穀物検査証明書（穀物由来の場合） 
• 衛生・伝染病学鑑定書 
• 商品に添付するラベル（ロシア語でない

部分） 
（費用） 
・ 食品貿易関連の認証 3000-4000p（商品に

よって異なる） 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
検疫 Ｆ．国家検疫植物衛生管理証書 

・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア連邦農業管理局 ◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 輸出国の国家植物防疫機関が交付する、

植物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入検疫許可書の写し（対象産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要。 

 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来）

/国家検疫植物衛生管理証書（植物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
ロシア各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 
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4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 

＊１ 本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の

補足説明「＊２」に順ずる。 

※ 各書類の詳細は、第１部参照 

 
4.1 輸入業務許可 

野菜の輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要である（2005
年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制に関する規定」 
に基づく）。 

許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど

のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  野菜の輸入に際しては、生鮮の場合は、事前に許可証（輸入検疫許可書）取得が必要

である。 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 ３.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 

4.3. 検疫 

  野菜の輸入に際しては、産品が港に到着すると、生鮮の場合は必ず植物検疫を受け、

国家検疫植物衛生管理証書を発給されなければならない。 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

品目 ロシア対外経済活動商品

に関するコードのリスト 

輸入検疫

許可書 

輸出国の

植物衛生

許可書 

衛生伝染

病鑑定書 

適合証明

書*1 

国家検疫

植物衛生

管理証書 

イチゴ 081010

0000 

オランダイチゴ

とヘビイチゴ 

○ ○ ○ ○ ○ 
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4.3.1 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

 規定している法令は、2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準に

ついて」である。 

4.3.1.1 残留農薬 

  ロシアにおいて、イチゴをはじめとする野菜（生鮮）の輸入に関する残留農薬の規制

は以下の通りである。 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 
（単位:mg/kg） 

penkonazol 0.1 

 

4.3.1.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、イチゴをはじめとする野菜（生鮮）の輸入に関して禁止されている

農薬関連物質は以下の通りである。 

• Iprodion 

• Isazofos 

• Karbendazim 

• Protsimidon 

• Triadimefon 

• Endosulfan 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
 
4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ

とになっている。野菜・野菜加工品についても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
 
5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証:商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、輸入する産品が港に到着

するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ販売できない。 
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 野菜・野菜加工品については、自己認証で規格適合を証明できるものもあるが、重点品

目「イチゴ」に関しては、政府認証が必要である。 
 政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、本報告書

「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」の該当箇所を参照のこと。 
 
5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 

発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を
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配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 

 

6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

いちご 0810100000 0.2 ユーロ（キロ当たり） 
 
6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％ 。 
 
6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 

通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 
 
7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

生鮮野菜の場合、表示はロシア語で、一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細は現

地事業者に再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 商品の類型、カテゴリー、グループ名 

• 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称・住所・国籍 

• 商品の（重）量 

• 商品の内容物（化学物質、栄養価の分かる表示） 

• 製造年月日 

• 保存方法 

• 賞味期限 
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• GOST-R のマーク 

8. 関連企業・団体概要リスト 

8.1 モスクワ 

会社形態 有限会社 

社名 La Maree 

都市 Moscow 

住所 Volgogradskii prospect Street 32/2 

事業概要 輸入・卸売りの会社。生鮮果物と冷凍魚の輸入の記録有り。高級ホテル、レストラン、カフ

ェや小売店に高級食品等を売っている。取扱い品目は、魚類、肉類、果物・野菜、チーズ、

菓子など。モスクワ、サンクトペテルブルグ、エカテリンブルグにオフィスを有する。 

ホームページ http://www.lamaree.ru/ 

電話・FAX TEL +7(495)775-14-70、FAX +7(495)775-14-71 

 
会社形態 有限会社 

社名 Ebisu 

都市 Moscow 

住所 16th Parkovaya Street, 27 

事業概要 生鮮果物の輸入の記録有り。 

ホームページ なし 

電話・FAX なし 

 
会社形態 有限会社 

社名 Fishhouse 

都市 Moscow 

住所 Lesnaya Street 43 -1 

事業概要 ホテル、レストラン、カフェに特化している卸売り事業者。 

600以上の取扱い品目がある。扱う商品グループは、1）魚類、2）日本食に使用される野菜

および果物、３）サラダ、４）コメ（加工品含む）、５）ソース、６）スープ等 

ホームページ http://www.fish-house.ru 

電話・FAX TEL +7(495)223-2696 
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8.2 ハバロフスク 
会社形態 有限会社 

社名 DIAMANT DV 

都市 Khabarovsk 

住所 Frunze Street 128 

事業概要 2002年から日本のJAと取引を開始。輸入・卸売会社。現在、日本から輸入している品目は、

1）果物、2）野菜、３）米、４）肉、５）花。 

ロシアでの小売販売先は次の通り：Azbuka Vkusa、Globus Gurme（以上モスクワ）、

Sfera-Market、Vlazer-Hypermarket、DV-Torg（以上沿海地方）、NK-City、Tri Tolstyaka、

Super Gud、Tamara、Samberi（以上ハバロフスク地方）、Prostor Plyus（アムール州）。 

カムチャツカ地方でShamsa（卸売）、イルクーツク州でAfina Pallada（卸売）にも販売。 

ホームページ http://www.diamonddv.ru/index.html 

電話・FAX 日本の連絡先 080-1007-0766 

ロシアの連絡先 +7 (914) 770-66-77 （いずれも携帯番号） 

 
会社形態 有限会社 

社名 MIG TRADE 

都市 Khabarovsk 

住所 Pavlovicha Street 13 357 

事業概要 2005年に創立。輸入・卸売会社。主な日本の取り扱い品目は果物であり、１）りんご、２）

なし、３）柿、４）桃、５）苺を輸入している。野菜やジュースなども輸入している。 

従業員数は約30人、年間売上は約6,000万RUB。 

ホームページ http://www.migtrade.ru/ 

電話・FAX TEL +7 (4212) 30-19-20, 59-05-40, 59-07-46 

FAX +7(4212) 30-19-20 

 
8.3 ウラジオストク 
会社形態 有限会社 

社名 EJLAN 

都市 Vladivostok 

住所 Stanyukovicha street 1, 521 

事業概要 輸入・卸売会社。Vladivostok 市に倉庫を持ち、日本製食品を売っている。 

ホームページ なし 

電話・FAX TEL +7 (4232)725- 031 
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第 2 章 果実･果実加工品 
 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類：果実 HS0801～0814、果実加工品 HS2007～2009 
このうち、ここでは生鮮果実について記載する（果実加工品は加工品に記載）。 

 
【重点個別品目】 

品目名 HS コード 分類名 

りんご 080810800 りんご／その他 
なし 0808205000 なし／その他 
ぶどう 0806101000 ぶどう／生鮮／食用 

 
2. 輸出の可否 

輸出は可能である。 
 
3. 手続き全体の流れ 

 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入検疫許可証（ИКР） 

 
・ 発行期間：必要書類が揃っ

ていれば、書類が管理局に

到着してから 30 日以内に

発行 
・ 有効期間：１年間 

ロシア連邦農業管理局（モ

スクワ、もしくは、貨物の

通関地にある同局の出先機

関） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• ロシア連邦法人登録簿記入の証明書コピ

ー（承認印のあるもの） 
• 申請者が税務機関に登録されていること

の証明書（申請者の承認印のあるもの） 
• 保管倉庫に予防的な植物防疫的消毒を実

施したことを証明する書類 
• 倉庫賃貸借契約書コピー（申請者の署名、

承認印のあるもの） 
• 取引契約該当部分（輸出業者と輸入業者

の名前、住所、製品に対するロシア政府

の植物衛生要求が記入された箇所（申請

書の署名・承認印があるもの） 
• 倉庫の植物衛生管理に関する書類（任意） 
• 目的地における輸入品の二度目のチェッ

クを行うための契約（任意） 
• 一時的保管倉庫との契約（任意） 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
（費用） 
・ 約 10,000p。 

 ↓  。 
 Ｄ．衛生・伝染病学鑑定書（テ

スト記録書付き） 
・ 発行期間：15 日～1 ヶ月間 
・ 有効期間：（サンプル）1

年間、（販売目的）5 年間 

 

 

ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機

関、政府に認定を受けてい

る認証機関。 

◎下記書類等を元に衛生検査が行われ、検査

をパスすると発給される。 
• 製品の製造者・団体からの製造証明書 
• 原産国の権限を有する当該機関が発行し

た、製品の人体への安全性を証明する書

類 
• 製品の検査（分析）結果（任意） 
• 衛生伝染病鑑定に必要な数の製品サンプ

ル 
• 衛生伝染病鑑定に提出される製品サンプ

ル抽出証書（サンプルの預かり証） 
• 表示が義務付けられている消費者向けの

ラベルもしくはその見本刷り 
• 製品の使用（利用）条件が明記された技

術仕様書、製品の成分及び使用に関する

技術仕様文書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（製造

者と申請者が異なる場合） 
• 製品供給契約書もしくは契約に関する情

報（必要な時のみ） 
（費用） 
・ 9000p～（鑑定書の登録）/11,500p とい

う例もある。 
・ 500 ユーロ（海外製造者の申請書作成支

援） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
 Ｅ．適合証明書(GOST-R)  

・ 発行期間：5-7 日間（缶詰

以外商品の認証）/缶詰 2
週間 

・ 海外製造業者の認証 0.5～
1 ヶ月間 

・ 有効期間：1 回限り、1 年

間、3 年間の 3 種類 

 

ロシア各地の認証機関 
・ 商工会議所 
・ その他民間企業が 200

社程度存在（モスクワ

だけでなく、地方にも

存在） 
 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書（製造年月日、賞味期限を含む） 
• 申請企業の登録証明書 
• 申請企業の統一国家法人登記簿謄本 
• 契約書 
• インボイス 
• (Air)waybill 
• 対象商品の原産地証明書 
• ISO 等国際標準を満たしていることの証

明書（過去に GOST-R を取得している場

合は、過去の GOST-R 
• 輸出国における品質証明書 
• 輸出国における防疫／検疫証明書 
• 輸入検疫許可証（ИКР）（植物由来の場合） 
• 穀物検査証明書（穀物由来の場合） 
• 衛生・伝染病学鑑定書 
• 商品に添付するラベル（ロシア語でない

部分） 
（費用） 
・ 食品貿易関連の認証 3000-4000p（商品に
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
よって異なる） 

・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
検疫 Ｆ．国家検疫植物衛生管理証書 

・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア連邦農業管理局 ◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 輸出国の国家植物防疫機関が交付する、

植物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入検疫許可書の写し（対象産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要。 

 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来）

/国家検疫植物衛生管理証書（植物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
ロシア各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 
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4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 

＊１ 本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の

補足説明「＊２」に順ずる。 

※ 各書類の詳細は、第１部を参照のこと。 

 
4.1 輸入業務許可 

果実の輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要である（2005
年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制に関する規定」 
に基づく）。 

許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど

のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  果実の輸入に際しては、生鮮の場合は、事前に許可証（輸入検疫許可書）取得が必要

である。 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 ３.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 

4.3. 検疫 

  果実の輸入に際しては、産品が港に到着すると、生鮮の場合は必ず植物検疫を受け、

品目 ロシア対外経済活動商品

に関するコードのリスト 

輸入検疫

許可書 

輸出国の

植物衛生

許可書 

衛生伝染

病鑑定書 

適合証明

書*1 

国家検疫

植物衛生

管理証書 

リンゴ 080810 リンゴ（生鮮） ○ ○ ○ × ○ 

なし 080820 なし／マルメロ

（生鮮） 

○ ○ ○ × ○ 

ぶどう 080610 ぶどう（生鮮） ○ ○ ○ × ○ 
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国家検疫植物衛生管理証書を発給されなければならない。 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

 

4.3.1 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

  規定している法令は、2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準

について」である。 
4.3.1.1 残留農薬 

  ロシアにおいて、リンゴ･なし・ぶどうをはじめとする果物（生鮮）の輸入に関する残

留農薬の規制は以下の通りである。 

 

 （りんご） 

制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

daminozid 3 fentoat 0.1 
hlorfenstol 2 heptenofos 0.1 

0-metil-0-(2,4,5-trihlor
fenil)-0-etiltio-fosfat 

1 tsianofos 0.1 

dinokap 1 

tsinkovaya 
soletilenbis-ditiokarbami
novoj kisloty 
setilentiuram-disulfidom 
i etilen-bisditiokarbamat 
margantsa (smes) 

0.1 

medi bis 
(8-oksihinolyat) 

1 tsiprokonazol 0.1 

tetradifon 0.7 esfenvalerat 0.1 
amitraz 0.5 dikloran 0.06 
ditalimfos 0.5 dihlorfos 0.05 
oksadiksil 0.5 pirimikarb 0.05 
etrimfos 0.5 dihlofluanid 0 
glifosat trimezium 0.3 karbaril 0 
fenkapton 0.3 karbendazim 0 
etofenproks 0.3 profenfos 0 
beta-tsiflutrin 0.2 tsigeksatin 0 
oksifluorfen 0.2 triadimefon 0.05 
penkonazol 0.2 flutriafol 0.05 
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制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

piridaben 0.2 hlormekvathlorid 0.05 
trimorfamid 0.2 tsipermetrin 0.05 
fenazahin 0.2 bifentrin 0.04 
fenpiroksimat 0.2 bromukonazol 0.04 
flyuvalinat 0.2 lyufenuron 0.04 
formotion 0.2 flufenzin 0.04 
hlorotalonil 0.15 akrinatrin 0.03 
bramofos 0.1 lyambdatsigalotrin 0.03 
bupirimat 0.1 brompropilat 0.02 
geksitiazoks 0.1 klofentezin 0.02 
dikofol 0.1 tiakloprid 0.02 
difenokonazol 0.1 fenpropatrin 0.02 

diflubenzuron 0.1 
0-(2,4-dihlorfenil)-S-prop
il-O-etiltiofosfat 

0.01 

krezoksim-metil 0.1 deltametrin 0.01 
propargit 0.1 permetrin 0.01 
trifloksistrobin 0.1 triforin 0.01 
triflumizol 0.1 fenvalerat 0.01 
fenarimol 0.1 tiofanatmetil 0.007 
fenitrotion 0.1 hlorpirifos 0.005 
 

 （なし） 

制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 

0-metil-0-(2,4,5-trihlor
fenil)-0-etiltio-fosfat 

1 trifloksistrobin 0.1 

dinokap 1 fenarimol 0.1 
amitraz 0.5 fenitrotion 0.1 
fenazahin 0.2 fentoat 0.1 
flyuvalinat 0.2 heptenofos 0.1 
formotion 0.2 tsiprokonazol 0.1 
bramofos 0.1 hlormekvathlorid 0.05 
dikofol 0.1 bromukonazol 0.04 
difenokonazol 0.1 permetrin 0.01 
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 （ぶどう） 

制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 

karbofuran 5 protiofos 0.1 
medi sulfat 5 spiroksamin 0.1 
medi hlorokis` 5 terbumeton 0.1 
vinklozolin 3 terbutilazin 0.1 
dalapon 1 triadimefon 0.1 
dinokap 1 trimorfamid 0.1 
alyuminiya fosetil 0.8 trihlorfon 0.1 
metaldegid 0.7 fenarimol 0.1 
tsineb 0.6 fenoksikarb  0.1 
ditalimfos 0.5 fentoat 0.1 
iodfenfos 0.5 heptenofos 0.1 
krezoksim-metil 0.5 hlorfenstol 0.1 
malation 0.5 tsianofos 0.1 
medi bis 
(8-oksihinolyat) 

0.5 tsimoksanil 0.1 

oksadiksil 0.5 

tsinkovaya 
soletilenbis-ditiokar
baminovoj kisloty s 
etilentiuram-disulfid
om i 
etilen-bisditiokarba
mat margantsa 
(smes) 

0.1 

pirimifosmetil 0.5 tsiprokonazol 0.1 
protsimidon 0.5 esfenvalerat 0.1 

tiofanatmetil 0.5 
1) metalaksil  
2) metalaksil M 

1) 0.03 
2) 0.1 

etrimfos 0.5 tsipermetrin 
0.01 
0.05 

iprodion 0.4 bramofos 0.05 

glifosat trimezium 0.3 
geksahlortsiklogeksa
n (alfa, beta, 
gamma-izomery)  

0.05 

penkonazol 0.3 dinobuton 0.05 
hloramben 0.25 dihlorfos 0.05 
azoksistrobin 0.2 klofentezin 0.05 
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制限対象物質名 
許容上限

（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 

bifentrin 0.2 setoksidim 0.05 
glyufosinat ammonij 0.2 triadimenol 0.05 
fenpiroksimat 0.2 hlormekvathlorid 0.05 
flyuvalinat 0.2 bromukonazol 0.04 
fozalon 0.2 flufenzin 0.04 
formotion 0.2 fenpropatrin 0.02 
beta-digidrogeptahlor 0.15 fluazifop-p-butil 0.02 

hlorotalonil 0.15 
0-(2,4-dihlorfenil)-S-
propil-O-etiltiofosfat 

0.01 

1,1-di-4-hlorfenil-2,2,2-
trihloretan 

0.1 brompropilat 0.01 

geksitiazoks 0.1 deltametrin 0.01 
glifosat 0.1 permetrin 0.01 
DAER 0.1 simazin 0.01 
dikofol 0.1 triforin 0.01 
mankotseb 0.1 fenazahin 0.01 
propargit 0.1 fenvalerat 0.01 
 

4.3.1.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、リンゴ･なし・ぶどうをはじめとする果物（生鮮）の輸入に関して禁

止されている農薬関連物質は以下の通りである。 

• (hlorid-NN-dimetil-N-)-(2-hloretil) gidroziniya 

• alfametrin 

• dimetoat 

• ditianon 

• dihlofluanid 

• karbaril 

• karbendazim 

• profenfos 

• tsigeksatin 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
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4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ

とになっている。果実・果実加工品についても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
 
5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証:商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、輸入する産品が港に到着

するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ販売できない。 
 果実･果実加工品については、自己認証で規格適合を証明できるものがあり、重点品目「リ

ンゴ」、「なし」、「ぶどう」については、いずれも自己認証が認められている。 
 その他、政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、

本報告書「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」を参照のこと。 
 
（国家認証制度の改正） 

旧ソ連時代に形成された国家認証制度は、対象が細かく分かれており、EU 等から強く批

判されてきた。こうした中で、現在、その改正作業が進められている。新しい制度では、

これまで 2000 以上に細分されていた項目が数百程度（700 程度との話があった）に整理統

合される。輸入については、衛生・伝染病鑑定書、適合証明書の取得プロセスも統合され

る。統合に伴い、認証マークも改正される（”Т”→”ТР”）。 
果実･果実加工品関連では、ジュース類が新制度の対象となっており、新しい制度では、

生鮮・加工も統合されている。 
 
5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 

発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
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5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を

配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 

 

6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

りんご 080810 ジュース用 9/15～12/15：0.2 ユーロ（キロ当たり） 
その他   1/1～7/31： 0.1 ユーロ（キロ当たり） 
      8/1～12/31： 0.2 ユーロ（キロ当たり） 

なし 080820- 
1000/5000 

10% 

ぶどう 080610 5% 
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6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％ 。 
 
6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 

通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 
 
7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

果実の場合、ロシア語で、一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細は現地事業者に

再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 商品の類型、カテゴリー、グループ名 

• 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称・住所・国籍 

• 商品の（重）量 

• 商品の内容物（化学物質、栄養価の分かる表示） 

• 製造年月日 

• 保存方法 

• 賞味期限 

• GOST-R のマーク 

• 原材料に対して加えた、保存料、調味料、食品添加物、化学物質（あれば） 
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8. 関連企業・団体概要リスト 

8.1 モスクワ 
会社形態 有限会社 

社名 La Maree 

都市 Moscow 

住所 Volgogradskii prospect Street 32/2 

事業概要 輸入・卸売りの会社。生鮮果物と冷凍魚の輸入の記録有り。高級ホテル、レストラン、カフ

ェや小売店に高級食品等を売っている。取扱い品目は、魚類、肉類、果物・野菜、チーズ、

菓子など。モスクワ、サンクトペテルブルグ、エカテリンブルグにオフィスを有する。 

ホームページ http://www.lamaree.ru/ 

電話・FAX TEL +7(495)775-14-70 

FAX +7(495)775-14-71 

 
会社形態 有限会社 

社名 Ebisu 

都市 Moscow 

住所 16th Parkovaya Street, 27 

事業概要 生鮮果物の輸入の記録有り。 

ホームページ なし 

電話・FAX なし 

 
会社形態 有限会社 

社名 Fishhouse 

都市 Moscow 

住所 Lesnaya Street 43 -1 

事業概要 ホテル、レストラン、カフェに特化している卸売り事業者。 

600 以上の取扱い品目がある。扱う商品グループは、1）魚類、 2）日本

食に使用される野菜および果物、 ３）サラダ、 ４）コメ（加工品含む）、

５）ソース、 ６）スープ等 

ホームページ http://www.fish-house.ru 

電話・FAX TEL +7(495)223-2696 
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8.2 ハバロフスク 
会社形態 有限会社 

社名 DIAMANT DV 

都市 Khabarovsk 

住所 Frunze Street 128 

事業概要 2002年から日本のJAと取引を開始。輸入・卸売会社。現在、日本から輸入している品目は、

1）果物、2）野菜、３）米、４）肉、５）花 

ロシアの小売販売先は次の通り：Azbuka Vkusa、Globus Gurme（以上モスクワ）、

Sfera-Market、Vlazer-Hypermarket、DV-Torg（以上極東、沿海地方）、NK-City、Tri 

Tolstyaka、Super Gud、Tamara、Samberi（以上ハバロフスク地方）、Prostor Plyus（ア

ムール州）。 

Kamchatka地方でShamsa（卸売）、Irkutsk州でAfina Pallada（卸売）にも販売。 

ホームページ http://www.diamonddv.ru/index.html 

電話・FAX 日本の連絡先 080-1007-0766 

ロシアの連絡先 +7 (914) 770-66-77 （いずれも携帯番号） 

 
会社形態 有限会社 

社名 MIG TRADE 

都市 Khabarovsk 

住所 Pavlovicha Street 13 357 

事業概要 2005年に創立。輸入・卸売会社。主な日本の取り扱い品目は果物であり、１）りんご、２）

なし、３）柿、４）桃、５）苺を輸入している。野菜やジュースなども輸入している。 

従業員数は約30人、年間売上は約6,000万RUB。 

ホームページ http://www.migtrade.ru/ 

電話・FAX TEL +7 (4212) 30-19-20, 59-05-40, 59-07-46 

FAX +7(4212) 30-19-20 

 
8.3 ウラジオストク 
会社形態 有限会社 

社名 EJLAN 

都市 Vladivostok 

住所 Stanyukovicha street 1, 521 

事業概要 輸入・卸売会社。Vladivostok 市に倉庫を持ち、日本製食品を売っている。 

ホームページ なし 

電話・FAX TEL +7 (4232)725- 031 
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第 3 章 花き 
 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類：生木などの植物、球根などの根、切り花、飾り用緑 HS0601~0604 
このグループには苗床、温室で移植・飾り用に作った、生きた木と植物のみを含む。 

 
【重点個別品目】 
品目名 HS コード 分類名 

花き 0603 切り花及びつぼみで、ブーケや装飾などに用いられるもの 
 
2. 輸出の可否 

輸出は可能である。 
 
3. 手続き全体の流れ 

 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入検疫許可証（ИКР） 

 
・ 発行期間：必要書類が揃っ

ていれば、書類が管理局に

到着してから 30 日以内に

発行 
・ 有効期間：１年間 

ロシア連邦農業管理局（モ

スクワ、もしくは、貨物の

通関地にある同局の出先機

関） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• ロシア連邦法人登録簿記入の証明書コピ

ー（承認印のあるもの） 
• 申請者が税務機関に登録されていること

の証明書（申請者の承認印のあるもの） 
• 保管倉庫に予防的な植物防疫的消毒を実

施したことを証明する書類 
• 倉庫賃貸借契約書コピー（申請者の署名、

承認印のあるもの） 
• 取引契約該当部分（輸出業者と輸入業者

の名前、住所、製品に対するロシア政府

の植物衛生要求が記入された箇所（申請

書の署名・承認印があるもの） 
• 倉庫の植物衛生管理に関する書類（任意） 
• 目的地における輸入品の二度目のチェッ

クを行うための契約（任意） 
• 一時的保管倉庫との契約（任意） 
（費用） 
・ 約 10,000p。 

 ↓   
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
検疫 Ｆ．国家検疫植物衛生管理証書 

・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア連邦農業管理局 ◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 輸出国の国家植物防疫機関が交付する、

植物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入検疫許可書の写し（対象産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要。 

 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来）

/国家検疫植物衛生管理証書（植物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
ロシア各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 
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4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 
 ロシア対外経済活動商品

に関するコードのリスト 

輸入検疫

許可書 

輸出国の

植物衛生

許可書 

衛生伝染

病鑑定書 

適合証明

書*1 

国家検疫

植物衛生

管理証書 

切花 0603 切り花及びつぼ

みで、ブーケや装

飾などに用いら

れるもの 

○ ○ × × ○ 

＊１ 本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の

補足説明「＊２」に順ずる。 

※ 各書類の詳細は、第１部を参照のこと。 

 

4.1 輸入業務許可 

花きの輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要である（2005
年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制に関する規定」 
に基づく）。 

許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど

のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  花きの輸入に際しては、生鮮の場合は、事前に許可証（輸入検疫許可書）取得が必要

である。加工品の場合も、必要である。 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 3.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 

4.3. 検疫 

  花きの輸入に際しては、産品が港に到着すると、生鮮・加工品を問わず必ず植物検疫

を受け、国家検疫植物衛生管理証書を発給されなければならない。 



 56 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

 

4.3.1 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

  規定している法令は、2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準

について」である。 

4.3.1.1 残留農薬 

  ロシアにおいて、花き（切花）の輸入に関する残留農薬の規制は、特にない。 

 

4.3.1.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、花き（切花）の輸入に関して禁止されている農薬関連物質は、特に

ない。 

 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
 
4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ

とになっている。花きについても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
 

5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証:商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、販売目的で輸入する産品

が港に到着するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ、

販売ができない。 
 花きについては、自己認証で規格適合を証明できるものもあり、重点品目の切花につい

ては自己認証が認められている。 
 その他、政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、

本報告書「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」を参照のこと。 
 
5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
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管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 

発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を

配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 
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6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

切花 0603 15%、ただし 1kg あたり 0.9 ユーロが下限 
 
6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％ 。 
 
6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 

通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 

 

7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

表示内容は品目別に異なるが、花きの場合一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細

は現地事業者に再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 原産地、製造者の名称・住所等 

• 商品説明（使い方、特徴） 

• 適合している基準（ISO、GOST-R 等） 
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8. 関連企業・団体概要リスト 

8.1 ハバロフスク 
会社形態 有限会社 

社名 DIAMANT DV 

都市 Khabarovsk 

住所 Frunze Street 128 

事業概要 2002年から日本のJAと取引を開始。輸入・卸売会社。現在、日本から輸入している品目は、

1）果物、2）野菜、３）米、４）肉、５）花。 

ロシアでの小売販売先は次の通り：Azbuka Vkusa、Globus Gurme（以上モスクワ）、

Sfera-Market、Vlazer-Hypermarket、DV-Torg（以上沿海地方）、NK-City、Tri Tolstyaka、

Super Gud、Tamara、Samberi（以上ハバロフスク地方）、Prostor Plyus（アムール州）。 

カムチャツカ地方でShamsa（卸売）、イルクーツク州でAfina Pallada（卸売）にも販売。 

ホームページ http://www.diamonddv.ru/index.html 

電話・FAX 日本の連絡先 080-1007-0766 

ロシアの連絡先 +7 (914) 770-66-77 （いずれも携帯番号） 

 
会社形態 有限会社 

社名 Mercury 

都市 Khabarovsk 

住所 Lenin street 18B, office703 

事業概要 切り花やその他の植物輸入・卸事業者。日本からも輸入実績有。 

ホームページ http://mercury.hbh.ru 

電話・FAX TEL +7(4212) 415706 

 
会社形態 有限会社 

社名 Tsvetochnyi Mir 

都市 Khabarovsk 

住所 Habarovskaya street 15-2, 7 

事業概要 切り花やその他の植物輸入・販売をしている。日本からも輸入実績有。 

ホームページ http://www.27rosfirm.ru/catalog/card/27.8232 

電話・FAX TEL +7(4212) 275796 

 
会社形態 有限会社 

社名 Unitek 

都市 Khabarovsk 
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住所 Gogolya street 29-8 

事業概要 中古車および切花の輸入・卸売会社。 

ホームページ http://www.unitec-ltd.ru/ 

電話・FAX TEL +7(4212) 610-642、+7(4212) 610-643 

 
8.2 ウラジオストク 
会社形態 有限会社 

社名 TRM 

都市 Vladivostok 

住所 Uborevicha Street 19 

事業概要 観光ツアーの会社だが、2008 年 2 月に切花の輸入記録がある。 

ホームページ http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=402 

電話・FAX TEL +7(4232)32-12-78 
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第 4 章 食肉・食肉加工品その他畜産品 

 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類： 
食肉･食肉加工品 HS0201～0210 
畜産肉、魚、甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物から作った即席食品 HS1601～1605 
このうち、ここでは生鮮の肉類について記載する（加工品関連は第６章に記載）。 

 
【重点個別品目】 

品目名 HS コード 分類名 

鶏肉（生鮮） 0207 コード 0105 に記載される家禽類の食肉及び加工品：

生鮮、冷蔵、冷凍 
牛肉（生鮮） 0201 牛肉：生鮮、冷蔵 
豚肉（生鮮） 0203 豚肉：生鮮、冷蔵、冷凍 

 
2. 輸出の可否 

輸出は可能であるが、品目により割り当てが決まっている。また一部の品目は制限･禁止

されている。 
日露両国間で、日本からロシアへの輸出が禁止されている品目と、その理由は以下の通

りである。 
 
１）生きている亜目系動物、ヒツジの肉、牛肉、骨付き牛肉、亜目系動物由来の加工食

品 
13-8-01/9735、2001 年 10 月 02 日 
13-8-01/4021、2004 年 04 月 26 日 
禁止理由：狂牛病 

 
２）生きている鳥、種卵、鶏肉、家禽生産食品類、鳥の餌、家禽生産に使われる中古機

械  
13-8-01/799 、2004 年 01 月 23 日 
禁止理由:鳥インフルエンザ 

 
出所）http://fsvps.ru/fsvps/importExport/japan/restrictions.html?_language=ru 
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3.  手続き全体の流れ 
 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 

     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入許可証 

 
・有効期間：許可証発行年の 12
月 31 日 

ロシア農業監督庁（動物管

轄部門）、もしくは同庁の地

方出先機関（動物管轄部門） 
（ただし申請書の宛名は、

申請地の連邦構成体の国家

動物検疫検査長） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（写し） 
• 申請人の納税者識別番号が記載された税

務機関登録証明書（写し） 
• 製品の保管、加工もしくは小売販売に関

する契約書（写し） 
• 保管施設の動物検疫局の検査証書（原本） 
• 保管施設の所在地の動物検疫登録証明書

（写し） 
※ 写しを提出する場合は、公証が必要 

（費用） 
有料である。 

 ↓   
 Ｄ．衛生・伝染病学鑑定書（テ

スト記録書付き） 
・ 発行期間：15 日～1 ヶ月間 
・ 有効期間：（サンプル）1

年間、（販売目的）5 年間 

 

注）今回の重点品目については、

Ｄ．は不要だが、肉類の一部で

Ｄ．が必要な場合がある。 

ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機

関、政府に認定を受けてい

る認証機関 

◎下記書類等を元に衛生検査が行われ、検査

をパスすると発給される。 
• 製品の製造者・団体からの製造証明書 
• 原産国の権限を有する当該機関が発行し

た、製品の人体への安全性を証明する書

類 
• 製品の検査（分析）結果（任意） 
• 衛生伝染病鑑定に必要な数の製品サンプ

ル 
• 衛生伝染病鑑定に提出される製品サンプ

ル抽出証書（サンプルの預かり証） 
• 表示が義務付けられている消費者向けの

ラベルもしくはその見本刷り 
• 製品の使用（利用）条件が明記された技

術仕様書、製品の成分及び使用に関する

技術仕様文書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（製造

者と申請者が異なる場合） 
• 製品供給契約書もしくは契約に関する情

報（必要な時のみ） 
（費用） 
・ 9000p～（鑑定書の登録）/11,500p とい

う例もある。 
・ 500 ユーロ（海外製造者の申請書作成支

援） 
・ ロシア語訳が必要 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
 Ｅ．適合証明書(GOST-R)  

・ 発行期間：5-7 日間（缶詰

以外商品の認証）/缶詰 2
週間 

・ 海外製造業者の認証 0.5～
1 ヶ月間 

・ 有効期間：1 回限り、1 年

間、3 年間の 3 種類 

 

ロシア各地の認証機関 
・ 商工会議所 
・ その他民間企業が 200

社程度存在（モスクワ

だけでなく、地方にも

存在） 
 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書（製造年月日、賞味期限を含む） 
• 申請企業の登録証明書 
• 申請企業の統一国家法人登記簿謄本 
• 契約書 
• インボイス 
• (Air)waybill 
• 対象商品の原産地証明書 
• ISO 等国際標準を満たしていることの証

明書（過去に GOST-R を取得している場

合は、過去の GOST-R 
• 輸出国における品質証明書 
• 輸出国における防疫／検疫証明書 
• 衛生・伝染病学鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来

の場合）（サンプルに対するもの） 
• 商品に添付するラベル（ロシア語でない

場合） 
（費用） 
・ 食品貿易関連の認証 3000-4000p（商品に

よって異なる） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
検疫 Ｆ．国境国家動物検疫検査証明

書 
・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア国家動物検疫局 ◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 輸出国の国家動物検疫機関が交付する、

動物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入許可書の写し（対象産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要。 

 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来）

/国家検疫植物衛生管理証書（植物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
ロシア各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 

 
4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 
品目 ロシア対外経済活動商品

に関するコードのリスト 

輸入許可

書 

輸出国の

動物検疫

証明書*1 

衛生伝染

病鑑定書 

適合証明

書*2 

国境国家

動物検疫

検査証書 

鶏 肉 /

生鮮 
0207 コード0105に記載さ

れる家禽類の食肉及

び食用副次品、生、冷

蔵、冷凍 

○ × ○ × ○ 

牛 肉 /

生鮮 
0201 牛肉：生鮮、冷蔵 ○ × ○ × ○ 

豚 肉 /

生鮮 
0203 豚肉：生鮮、冷蔵、

冷凍 

○ × ○ × ○ 

＊１日本の場合、食肉等は「輸出検疫許可書」 

＊２本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の補

足説明「＊２」に順ずる。 

※ 各書類の詳細は、第１部を参照のこと。 
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4.1 輸入業務許可 

食肉の輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要である（2005
年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制に関する規定」 
に基づく）。 

許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど

のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  食肉の輸入に際しては、生鮮の場合は、事前に許可証（輸入許可書）取得が必要であ

る。 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 ３.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 

4.3. 検疫 

  食肉の輸入に際しては、産品が港に到着すると、生鮮の場合は必ず動物検疫を受け、

国境国家動物検疫検査証書を発給されなければならない。 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

 

4.3.1 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

  規定している法令は、2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準

について」である。 

4.3.1.1 残留農薬 

  ロシアにおいて食肉の輸入に関する残留農薬の規制は以下の通りである。 

 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 
制限対象物質名 

許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 

medi sulfat 2 foksim 0.02 

natrij 0.4 0-(2,4-dihlorfenil)-S-p 0.01 
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kremneftoristyj ropil-O-etiltiofosfat 

0-(4-tret-butil-2-hlo

r-fenil)-O-metil-N-

metilamidofosfat 

0.3 dikvat 0.01 

klopiralid 0.3 kumafos 
鶏肉･牛肉 0.1 

豚肉 0.2 

naled 0.3 pirimifosmetil 鶏肉 0.1 

fention 0.2 
1,1-di-4-hlorfenil-2,2,

2-trihloretan 

0.1  
(乳幼児用食品向け

には 0.01) 

temefos 0.1 

geksahlortsiklogeksa

n (alfa, 

beta,gamma-izomery)  

0.05  
(乳幼児用食品向け

には 0.02) 

krotoksifos 0.05 diazinon 
0.01（鶏肉向けは禁

止対象） 

atrazin 0.02  

 

4.3.1.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、食肉の輸入に関して禁止されている農薬関連物質は以下の通りであ

る。 

• Diazinon（鶏肉向け） 

• Karbaril 

• Propetamfos 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
 
4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ

とになっている。肉類･同加工品についても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
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5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証:商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、販売目的で輸入する産品

が港に到着するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ、

販売ができない。 
 肉類については、自己認証で規格適合を証明できるものがあり、重点品目「牛肉（生鮮）」、

「豚肉（生鮮）」、「鶏肉（生鮮）」については、いずれも自己認証が認められている。 
 その他、政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、

本報告書「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」を参照のこと。 
 
（国家認証制度の改正） 

旧ソ連時代に形成された国家認証制度は、対象が細かく分かれており、EU 等から強く批

判されてきた。こうした中で、現在、その改正作業が進められている。新しい制度では、

これまで 2000 以上に細分されていた項目が数百程度（700 程度との話があった）に整理統

合される。輸入については、衛生・伝染病鑑定書、適合証明書の取得プロセスも統合され

る。統合に伴い、認証マークも改正される（”Т”→”ТР”）。 
肉類は、2009 年の夏に新制度の対象になるといわれている。新しい制度では、生鮮・加

工も統合される。 
 

5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 

発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
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11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を

配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 

 

6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

鶏肉（生鮮） 0207 部位・用途により 25%（ただし下限は 1 キロあたり

0.2 ユーロ）もしくは 60%（ただし下限は 1 キロあた

り 0.48 ユーロ） 
牛肉（生鮮） 0201 部位・用途により 15%（ただし下限は 1 キロあたり

0.2 ユーロ）もしくは 40%（ただし下限は 1 キロあた

り 0.4 ユーロ） 
豚肉（生鮮） 0203 部位・用途により 5%もしくは 15%（ただし下限は

1 キロあたり 0.15 ユーロ） 
 
6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％ 。 
 
6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
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万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 
通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 
 
7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

食肉の場合は、ロシア語で、一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細は現地事業者

に再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 商品の類型、カテゴリー、グループ名 

• 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称・住所・国籍 

• 商品の（重）量 

• 商品の内容物（化学物質、栄養価の分かる表示） 

• 製造年月日 

• 保存方法 

• 賞味期限 

• GOST-R のマーク 

• 原材料に対して加えた、保存料、調味料、食品添加物、化学物質（あれば） 

8. 関連企業・団体概要リスト 

8.1 ハバロフスク 
会社形態 有限会社 

社名 DIAMANT DV 

都市 Khabarovsk 

住所 Frunze Street 128 

事業概要 2002年から日本のJAと取引を開始。輸入・卸売会社。現在、日本から輸入している品目は、

1）果物、2）野菜、３）米、４）肉、５）花。 

ロシアでの小売販売先は次の通り：Azbuka Vkusa、Globus Gurme（以上モスクワ）、

Sfera-Market、Vlazer-Hypermarket、DV-Torg（以上沿海地方）、NK-City、Tri Tolstyaka、

Super Gud、Tamara、Samberi（以上ハバロフスク地方）、Prostor Plyus（アムール州）。 
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カムチャツカ地方でShamsa（卸売）、イルクーツク州でAfina Pallada（卸売）にも販売。 

ホームページ http://www.diamonddv.ru/index.html 

電話・FAX 日本の連絡先 080-1007-0766 

ロシアの連絡先 +7 (914) 770-66-77 （いずれも携帯番号） 
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第 5 章 水産物・水産加工品 
 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類： 
畜産肉、魚、甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物から作った即席食品 HS1601~1605 
魚、甲殻類、貝など水棲無脊椎動物     HS0301~0307 
このうち、ここでは生鮮および冷凍の水産物について記載する（その他加工品は

第６章に記載）。 
 

 
【重点個別品目】 

品目名 HS コード 分類名 

さば（生鮮） 0302 フィレおよびコード 0304に該当するその他の魚肉を

除く鮮魚および冷蔵魚 
さば（冷凍）、

さんま（冷凍） 
0303 フィレおよびコード 0304に該当するその他の魚肉を

除く冷凍魚 
 0304 フィレおよびその他の魚肉（すり身を含む）、生、冷

蔵もしくは冷凍 
 
2. 輸出の可否 

輸出は可能である。 
 
3. 手続き全体の流れ 

 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入許可証 

 
・有効期間：許可証発行年の 12
月 31 日 

ロシア農業監督庁（動物管

轄部門）、もしくは同庁の地

方出先機関（動物管轄部門） 
（ただし申請書の宛名は、

申請地の連邦構成体の国家

動物検疫検査長） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• 日本における当該水産品登録施設の証明

書（水産品・同加工品のみ） 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（写し） 
• 申請人の納税者識別番号が記載された税

務機関登録証明書（写し） 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
• 製品の保管、加工もしくは小売販売に関

する契約書（写し） 
• 保管施設の動物検疫局の検査証書（原本） 
• 保管施設の所在地の動物検疫登録証明書

（写し） 
※ 写しを提出する場合は、公証が必要 

（費用）有料である。 
（留意点） 
・ 下線部の書類については、水産品･同加工

品にのみ特殊な制度があるため、本章で

詳述する。 
 ↓   
 Ｄ．衛生・伝染病学鑑定書（テ

スト記録書付き） 
・ 発行期間：15 日～1 ヶ月間 
・ 有効期間：（サンプル）1

年間、（販売目的）5 年間 

 

 

ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機

関、政府に認定を受けてい

る認証機関 

◎下記書類等を元に衛生検査が行われ、検査

をパスすると発給される。 
• 製品の製造者・団体からの製造証明書 
• 原産国の権限を有する当該機関が発行し

た、製品の人体への安全性を証明する書

類 
• 製品の検査（分析）結果（任意） 
• 衛生伝染病鑑定に必要な数の製品サンプ

ル 
• 衛生伝染病鑑定に提出される製品サンプ

ル抽出証書（サンプルの預かり証） 
• 表示が義務付けられている消費者向けの

ラベルもしくはその見本刷り 
• 製品の使用（利用）条件が明記された技

術仕様書、製品の成分及び使用に関する

技術仕様文書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（製造

者と申請者が異なる場合） 
• 製品供給契約書もしくは契約に関する情

報（必要な時のみ） 
（費用） 
・ 9000p～（鑑定書の登録）/11,500p とい

う例もある。 
・ 500 ユーロ（海外製造者の申請書作成支

援） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
 Ｅ．適合証明書(GOST-R)  

・ 発行期間：5-7 日間（缶詰

以外商品の認証）/缶詰 2
週間 

・ 海外製造業者の認証 0.5～
1 ヶ月間 

・ 有効期間：1 回限り、1 年

間、3 年間の 3 種類 

 

ロシア各地の認証機関 
・ 商工会議所 
・ その他民間企業が 200

社程度存在（モスクワ

だけでなく、地方にも

存在） 
 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書（製造年月日、賞味期限を含む） 
• 申請企業の登録証明書 
• 申請企業の統一国家法人登記簿謄本 
• 契約書 
• インボイス 
• (Air)waybill 
• 対象商品の原産地証明書 
• ISO 等国際標準を満たしていることの証

明書（過去に GOST-R を取得している場

合は、過去の GOST-R 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
• 輸出国における品質証明書 
• 輸出国における防疫／検疫証明書 
• 衛生・伝染病学鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来

の場合）（サンプルに対するもの） 
• 商品に添付するラベル（ロシア語でない

部分） 
（費用） 
・ 食品貿易関連の認証 3000-4000p（商品に

よって異なる） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
検疫 Ｆ．国境国家動物検疫検査証書 

・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア国家動物検疫局 ◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 日本における当該水産品登録施設の証明

書（水産品・同加工品のみ） 
• 輸出国の国家動物検疫機関が交付する、

動物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入許可書の写し（対象産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ 下線部の書類については、水産品･同加工

品にのみ特殊な制度があるため、本章で

詳述する。 
・ 必要となる書類サンプル輸入についても

取得が必要。 
 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
ロシア各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 

 

4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 
品目 ロシア対外経済活

動商品に関するコ

ードのリスト 

輸 入 許

可書 

輸 出 国

の 加 工

所 の 登

録証明 

輸 出 国

の 動 物

検 疫 証

明書*1 

衛 生 伝

染 病 鑑

定書 

適 合 証

明書*2 

国 境 国

家 動 物

検 疫 検

査証書 

さ ば /

生鮮・

冷凍 

さんま

/冷凍 

0302 

0303 

0304 

下記参照*3 ○ ○ ○ ○ × ○ 

＊１ 日本の場合、水産品・同加工品は「ロシア向け輸出水産食品のための動物・食品衛生証明書」 

＊２ 本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の

補足説明「＊２」に順ずる。 

＊３ 0302－フィレおよびコード 0304 に該当するその他の魚肉を除く鮮魚および冷蔵魚 
0303－フィレおよびコード 0304 に該当するその他の魚肉を除く冷凍魚 
0304－フィレおよびその他の魚肉（すり身を含む）、生、冷蔵もしくは冷凍 

※ 各書類の詳細は、第１部を参照のこと。 

 
4.1 輸入業務許可 

水産品･同加工品の輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要

である（2005 年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制

に関する規定」 に基づく）。 
許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど
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のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  水産品･同加工品の輸入に際しては、事前に許可証（輸入許可書）取得が必要である。 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 ３.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 

4.2.1 輸入許可申請時、水産品・同加工品にのみ特殊な必要書類：最終加工所の登録証明

書 

  ロシアにおいて、日本から水産品･同加工品を輸入する場合、輸入者は、輸入許可書を

取得する際に、日本において、当該産品の 終加工（未加工品の場合は 終保管）施設

が、公的に登録されていることを証明する書類を添付する必要がある。 

  この書類は、日本の輸出者が準備するもので、水産品･同加工品をロシアへ輸出するご

とに、申請・発給されなければならない。 

  管轄は、厚生労働省、農林水産省であるが、申請先は、これらの管轄官庁が認定した

認証機関（2009 年 3 月現在、(財)日本冷凍食品検査協会のみ）である。 

 

  登録証明書の申請書に記入する項目は以下の通りである。 

• 輸出者の名前・住所 

• 輸入者の名前・住所 

• 輸送方法 

• 経由国 

• ロシアの通関場所 

• 輸出産品の荷姿（製品名、製造年月日、包装形態、数量、ネットウェイト、保

管･輸送条件、コンテナ等の封印番号、輸出者の標章） 

• 登録施設の名称･住所 

• 輸出産品の原産国、原産都道府県、原産海域 

※ なお、申請書の様式は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/topics/buky
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oku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/tairo/dl/03.pdf）でダウンロードが可能である。 
 

  申請書以外に、登録証明書の申請の際に必要となる文書は以下の通りである。 

1) インボイスの写し 
2) パッキングリストの写し 
3) (Air)waybill の写し 

 

  上記内容に疑義がなければ、証明書が発行される。 

  輸出者は、証明書が発行され次第、輸入者に発送し、輸入者はこれを添付して輸入許

可書を申請する。 

 

4.3 検疫 

  水産品・同加工品の輸入に際しては、産品が港に到着すると、生鮮の場合は必ず動物

検疫を受け、国境国家動物検疫検査証書を発給されなければならない。 

加工品の場合は、品目・内容物によって、植物検疫・動物検疫の要不要が異なる。 

植物検疫の要不要については、明確な基準はなく、その都度 HS コードに基づいて調べ

る必要がある（コードごとに植物検疫の要不要を定めたリストについては、本報告書「第

３部 ２．特定の農水産品の輸入を規定する法令 ４）植物検疫の必要書類リスト」を

参照のこと）。 

動物検疫は、水産品加工品は、すべて対象となる（コードごとに植物検疫の要不要を

定めたリストについては、本報告書「第３部 ２．特定の農水産品の輸入を規定する法

令 ６）動物検疫対象品目リスト」を参照のこと。）。 

なお、HS コード上「水産加工品」に属するものでも、植物由来の原材料が混じってい

るという理由で、植物検疫を求められる場合がある。 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

 

4.3.1 検疫時、水産品・同加工品にのみ特殊な必要書類：最終加工所の登録証明書および

輸出国発行の動物検疫証明書 

4.3.1.1 最終加工所の登録証明書 

  本章「4.2.1 水産品・同加工品にのみ特殊な必要書類： 終加工所の登録証明書」を

参照のこと。 
  輸入者は、輸入した水産物･同加工品の検疫の際、本報告書「第１部 ３．輸入制度･

輸入規制 ６）検疫証明」に挙げた必要書類と併せて、本証明書を提示する。 
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4.3.1.2 輸出国発行の動物検疫証明書 

  ロシアにおいて、動物由来の食品を輸入する際の検疫時には、輸出国発行の動物検疫

証明書を提出する必要がある。 
日本からの水産品･同加工品の場合、この証明書は、日本で魚病検査機関として認定を

受けている機関（2009 年 3 月現在、(財)日本冷凍食品検査協会のみ）が、当該物品の輸

出時に検査、安全性を保証した上で発行している「ロシア向け輸出水産食品のための動

物・食品衛生証明書」に限られる。 
  輸出者は、輸出前に、検査機関に対してサンプルを送付し、検査を受け、証明書を受

け取って、貨物が港に到着する前に、輸入者に送付しておく必要がある。 
  輸入者は、貨物入港後の検疫の際、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）

検疫証明」に挙げた必要書類と併せて、本証明書を提出する。 
 

4.3.2 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

4.3.2.1 残留農薬 

  ロシアにおいて水産品・同加工品の輸入に関する残留農薬の規制は以下の通りである

（2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準について」に基づく）。 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 

（単位:mg/kg） 
dazomet 0.5 

1,1-di-4-hlorfenil-2,2,2-trihloretan 0.2 

geksahlortsiklogeksan (alfa, 

beta, gamma-izomery)  
0.2 

bioresmetrin 0.0015 
fenvalerat 0.0015 
tsipermetrin 0.0015 

 

4.3.2.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、水産品・同加工品の輸入に関して禁止されている農薬関連物質はな

い（2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準について」に基づく）。 

 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
 
4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ
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とになっている。水産物・同加工品についても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
 
5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証：商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、販売目的で輸入する産品

が港に到着するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ、

販売ができない。 
 水産物については、自己認証で規格適合を証明できるものがあり、重点品目「さば（生

鮮・冷凍）」、「さんま（冷凍）」については、いずれも自己認証が認められている。 
その他、政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、

本報告書「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」を参照のこと。 
魚の場合、「適合証明」が自己認証でよいか、国家認証による「適合証明」を求められる

かが、品目ごと、形態（生鮮、冷凍、切り身、ホール）に細かく異なる場合があるため、

輸入の際は、品目（商品コード）ごとに逐一調べる必要がある。 

 
（国家認証制度の改正） 

旧ソ連時代に形成された国家認証制度は、対象が細かく分かれており、EU 等から強く批

判されてきた。こうした中で、現在、その改正作業が進められている。新しい制度では、

これまで 2000 以上に細分されていた項目が数百程度（700 程度との話があった）に整理統

合される。輸入については、衛生・伝染病鑑定書、適合証明書の取得プロセスも統合され

る。統合に伴い、認証マークも改正される（”T”→”TP”）。 
水産品は、2009 年秋に新制度の対象になるといわれている。新しい制度では、生鮮・加

工も統合される。 
 
5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 

発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
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5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を

配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 

 

6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

さば（生鮮） 0302 10% 
さば（冷凍） 
 

0303 10%（一部品目のみ、1 キロ当たり 0.04 ユーロ～0.06
ユーロの下限） 

さんま（冷凍） 0304 10% 
 
6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％。 
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6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 

通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 
 
7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

水産品の場合は、ロシア語で、一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細は現地事業

者に再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 商品の類型、カテゴリー、グループ名 

• 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称・住所・国籍 

• 商品の（重）量 

• 商品の内容物（化学物質、栄養価の分かる表示） 

• 包装年月日 

• 保存方法 

• 賞味期限 

• GOST-R のマーク 

• 元の魚の大きさ、切り方 

• 原材料に対して加えた、保存料、調味料、食品添加物、化学物質（あれば） 

8. 関連企業・団体概要リスト 

8.1 モスクワ 
会社形態 有限会社 

社名 La Maree 

都市 Moscow 

住所 Volgogradskii prospect Street 32/2 

事業概要 輸入・卸売りの会社。生鮮果物と冷凍魚の輸入の記録有り。高級ホテル、レストラン、カフ
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ェや小売店に高級食品等を売っている。取扱い品目は、魚類、肉類、果物・野菜、チーズ、

菓子など。モスクワ、サンクトペテルブルグ、エカテリンブルグにオフィスを有する。 

ホームページ http://www.lamaree.ru/ 

電話・FAX TEL +7(495)775-14-70 

FAX +7(495)775-14-71 

 
会社形態 非公開株式会社 

社名 Russian Fish Company 

都市 Moscow 

住所 Aviamotornaya Street 10-2、Avia Plaza 

事業概要 ロシア全国に冷凍魚や魚加工品の販売をしている。市場のリーダーを自認

している。 

全 国 の 地 域 代 理 店 ネ ッ ト ワ ー ク ： St. Petersburg, Kaliningrad,  

Krasnodar, Yekaterinburg, Voronezh, Vladivostok 等 

販売先大手小売： Auchan、O`Key、Metro C&C、Pyaterochka、Lenta、

HyperGlobus 等 

ホームページ http://www.rusfishcom.ru 

電話・FAX TEL +7(495)775-76-61、+7(495)775-76-62 

 
会社形態 有限会社 

社名 Fishhouse 

都市 Moscow 

住所 Lesnaya Street 43 -1 

事業概要 ホテル、レストラン、カフェに特化している卸売り事業者。 

600 以上の取扱い品目がある。扱う商品グループは次の通り：1）魚類、

2）日本食に使用される野菜および果物、 ３）サラダ、 ４）ご飯とご

飯加工品、 ５）ソース、 ６）スープ等 

ホームページ http://www.fish-house.ru 

電話・FAX TEL +7(495)223-2696 

 
8.2 サンクトペテルブルク 
会社形態 有限会社 

社名 BALTIA- LEA 

都市 St. Petersburg 

住所 Chernoi Rechki Emb. 59-1, 3 
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事業概要 魚類の輸入および販売をしている。 

ホームページ なし 

電話・FAX TEL +7(812)320-0351 

FAX +7(812)320-0351 

 
会社形態 有限会社 

社名 Evrika 

都市 St. Petersburg 

住所 Komissara Smirnova Street 15, 174 

事業概要 魚類の加工品の卸。ただし、ホームページ上に“一時的に販売を中止する”

との記載も見られた。 

ホームページ http://evrika-spb.narod.ru/ 

http://www.fishnet.ru/companies/company-2091.html?country=167&reg

ion=61 

電話・FAX TEL +7(812) 973-5715 

 
会社形態 有限会社 

社名 Rybflot 

都市 St. Petersburg 

住所 Andreevskaya Street 3 

事業概要 主な事業は冷凍魚の輸入および卸売り販売である。 

ホームページ http://www.satory.ru/cgi-bin/ns/firmpage.cgi?izd=1&firmid=96173 

電話・FAX TEL +7(812)715-7957 

 
8.3 ウラジオストク 
会社形態 有限会社 

社名 PRIMORSKYA FISH STOCK EXCHANGE 

都市 Vladivostok 

住所 Ogaryova Street 5 

事業概要 卸売り会社。魚類を輸入している。輸入記録は冷凍魚の記録がある。 

物流サービスも倉庫や配達などを提供している。 

ホームページ なし 

電話・FAX TEL +7(4232)499-066、+7914-680-1233 (mobile) 

FAX +7(4232)499-131 
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会社形態 有限会社 

社名 Vostochnyi Kommercheskii Centr 

都市 Vladivostok 

住所 1) Snegovaya street 55 

2) Okeanskii prospekt street 107 

事業概要 冷凍魚の輸入記録がある。 

ホームページ http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=135684 

電話・FAX TEL +7(4232)400-123 

 
会社形態 非公開株式会社 

社名 PrimRybflot 

都市 Vladivostok 

住所 Utkinskaya Street 14 

事業概要 魚類の輸入・卸売りをしている。 

ホームページ http://www.price25.ru/firms/5009146_primrybflot_zao 

電話・FAX TEL +7(4232)40-22-45 、 +7(4232)40-10-57 、 +7(4232)40-23-88 、

+7(4232)40-20-88 

 
会社形態 非公開株式会社 

社名 Primrybsnab 

都市 Vladivostok 

住所 Okeanskii prospekt 13 6F 

事業概要 水産物の貿易・通関業者。輸入は行っているが、輸出のほうが事業に占める割合は高い。 

ホームページ http://fishdv.ru/ 

電話・FAX TEL +7(4232)30-80-80, FAX +7(4232)30-16-97 

 
8.4 ナホトカ 
会社形態 株式会社 

社名 KVEN 

都市 Nahodka 

住所 Leningradskaya street 13V 

事業概要 魚類を加工している会社である。主要な製品はカニ蒲鉾である。日本から

魚類加工品の輸入の記録があった。 

ホームページ http://www.100best.ru/Catalogue/Companies/254612/ 

電話・FAX TEL +7(42366)625-622 
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第 6 章 加工食品 
 
1. 品目の定義 

HS4 桁分類： 
畜産肉、魚、甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物から作った即席食品 HS1601~1605 
加工食品        HS2101~2016 

 
【重点個別品目】 

品目名 HS コード 分類名 

さば・さんま缶詰 1604 魚の調理品もしくは缶詰 
みそ 2104 スープおよびブイヨンの完成品、およびその調理に必

要なもの 
 
2. 輸出の可否 

輸出は可能である。 
 
3. 手続き全体の流れ 

 

 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
     
取引前 Ａ．対外経済活動許可 ロシア税関 「対外経済活動番号」を付与される。これが

ないと、貿易活動ができない。 
 注）Ａ．はロシアに基盤を置く輸入者が取得するもので、ここに日本のプレーヤーが関与することはないが、日本側

の輸出者としては、ロシアでの販売先となる企業は、Ａを保持していることが前提条件となる。また、日本企業がロシ

アに法人を設立して輸入業務を行う場合は、自社でＡを取得することが必要である。 
 ↓    
輸出入

取引 
Ｂ．取引契約 契約業者 契約書作成 

 ↓    
 Ｃ．輸入検疫許可証（ИКР） 

 
・ 発行期間：必要書類が揃っ

ていれば、書類が管理局に

到着してから 30 日以内に

発行 
・ 有効期間：１年間 

ロシア連邦農業管理局（モ

スクワ、もしくは、貨物の

通関地にある同局の出先機

関） 

・ 申請書 
・ ロシア連邦法人登録簿記入の証明書コ

ピー（承認印のあるもの） 
・ 申請者が税務機関に登録されているこ

との証明書（申請者の承認印のあるも

の） 
・ 保管倉庫に予防的な植物防疫的消毒を

実施したことを証明する書類 
・ 倉庫賃貸借契約書コピー（申請者の署

名、承認印のあるもの） 
・ 取引契約該当部分（輸出業者と輸入業者

の名前、住所、製品に対するロシア政府

の植物衛生要求が記入された箇所（申請

書の署名・承認印があるもの） 
・ 倉庫の植物衛生管理に関する書類（任

意） 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
・ 目的地における輸入品の二度目のチェ

ックを行うための契約（任意） 
・ 一時的保管倉庫との契約（任意） 
（費用） 
・ 約 10,000p。 

 Ｃ．輸入許可証 
 
・有効期間：許可証発行年の 12
月 31 日 

ロシア農業監督庁（動物管

轄部門）、もしくは同庁の地

方出先機関（動物管轄部門） 
（ただし申請書の宛名は、

申請地の連邦構成体の国家

動物検疫検査長） 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書 
• 日本における当該水産品登録施設の証明

書（水産品・同加工品のみ） 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（写し） 
• 申請人の納税者識別番号が記載された税

務機関登録証明書（写し） 
• 製品の保管、加工もしくは小売販売に関

する契約書（写し） 
• 保管施設の動物検疫局の検査証書（原本） 
• 保管施設の所在地の動物検疫登録証明書

（写し） 
※ 写しを提出する場合は、公証が必要 

（費用）有料である。 
（留意点） 
・ 下線部の書類については、水産品･同加工

品にのみ特殊な制度があるため、本章で

詳述する。 
 ↓  C：両許可証の要不要は品目によって異なる。 
 Ｄ．衛生・伝染病学鑑定書（テ

スト記録書付き） 
・ 発行期間：15 日～1 ヶ月間 
・ 有効期間：（サンプル）1

年間、（販売目的）5 年間 

 

 

ロシア連邦消費者権利保

護 ・ 福 祉 監 督 局

(Rospotrebnadzor)、もしく

は同監督局の地方出先機

関、政府に認定を受けてい

る認証機関 

◎下記書類等を元に衛生検査が行われ、検査

をパスすると発給される。 
• 製品の製造者・団体からの製造証明書 
• 原産国の権限を有する当該機関が発行し

た、製品の人体への安全性を証明する書

類 
• 製品の検査（分析）結果（任意） 
• 衛生伝染病鑑定に必要な数の製品サンプ

ル 
• 衛生伝染病鑑定に提出される製品サンプ

ル抽出証書（サンプルの預かり証） 
• 表示が義務付けられている消費者向けの

ラベルもしくはその見本刷り 
• 製品の使用（利用）条件が明記された技

術仕様書、製品の成分及び使用に関する

技術仕様文書 
• 申請人の統一国家法人登記簿謄本（製造

者と申請者が異なる場合） 
• 製品供給契約書もしくは契約に関する情

報（必要な時のみ） 
（費用） 
・ 9000p～（鑑定書の登録）/11,500p とい

う例もある。 
・ 500 ユーロ（海外製造者の申請書作成支

援） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
 ↓    
 Ｅ．適合証明書(GOST-R)  

・ 発行期間：5-7 日間（缶詰

以外商品の認証）/缶詰 2
週間 

・ 海外製造業者の認証 0.5～
1 ヶ月間 

・ 有効期間：1 回限り、1 年

間、3 年間の 3 種類 

 

ロシア各地の認証機関 
・ 商工会議所 
・ その他民間企業が 200

社程度存在（モスクワ

だけでなく、地方にも

存在） 
 

◎下記書類を元に審査が行われ、パスすると

発給される。 
• 申請書（製造年月日、賞味期限を含む） 
• 申請企業の登録証明書 
• 申請企業の統一国家法人登記簿謄本 
• 契約書 
• インボイス 
• (Air)waybill 
• 対象商品の原産地証明書 
• ISO 等国際標準を満たしていることの証

明書（過去に GOST-R を取得している場

合は、過去の GOST-R 
• 輸出国における品質証明書 
• 輸出国における防疫／検疫証明書 
• 輸入検疫許可証（ИКР）（植物由来の場合） 
• 穀物検査証明書（穀物由来の場合） 
• 衛生・伝染病学鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来

の場合）（サンプルに対するもの） 
• 商品に添付するラベル（ロシア語でない

場合） 
（費用） 
・ 食品貿易関連の認証 3000-4000p（商品に

よって異なる） 
・ ロシア語訳が必要 
（留意点） 
・ サンプル輸入についても取得が必要 

 ↓    
検疫 Ｆ．国境国家動物検疫検査証明

書（動物由来）/国家検疫植物衛

生管理証書（植物由来） 
・ 通関手続きの直前に実施

（3 日以内） 

ロシア連邦農業管理局（植

物由来）/国家動物検疫局

（動物由来） 

◎下記書類を輸入された貨物に添えて、検疫

を受ける。サンプルが抽出され、検疫が行わ

れ、パスすると発行される。 
• 日本における当該水産品登録施設の証明

書（水産品・同加工品のみ） 
• 輸出国の国家動物検疫機関が交付する、

動物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸出国の国家植物防疫機関が交付する、

植物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸出国の国家動物検疫機関が交付する、

動物検疫証明書（対象産品のみ） 
• 輸入検疫許可書/輸入許可書の写し（対象

産品のみ）。 
• 各種運搬機関について国際運送の場合に

規定される、貨物に付属する書類（貨物

運送状および鉄道貨物運送状、船荷証券、

入出港届など）。 
（費用） 
・ 有料。 
（留意点） 
・ 下線部の書類については、水産品･同加工

品にのみ特殊な制度があるため、本章で

詳述する。 
・ サンプル輸入についても取得が必要。 
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 手続き 申請・提出先 必要書類・その他 
 ↓    
通関 Ｇ．通関手続き 

・ 1-2 日間、生鮮品の場合は

当日 

ロシア税関 ◎下記の書類を持って、通関手続きを受け

る。通関をパスすると、貨物を引き取り、輸

送・販売ルートに乗せることができる。 
• 税関申告書 
• 対外貿易活動許可証 
• 輸入検疫許可証（対象産品のみ） 
• 申請者の登記簿 
• インボイス 
• 契約書 
• 取引パスポート 
• 通関後の輸送手段を明らかにする書類 
• 通関料支払い証明書 
• 適合証明書 
• 衛生・伝染病鑑定書 
• 国境国家動物検疫検査証明書（動物由来）

/国家検疫植物衛生管理証書（植物由来） 
• ロシアの HS コード上の分類を明らかに

する書類（求められた場合） 
• 原産地証明書（求められた場合）。 
 
（費用） 
・ 関税率表による。 
（留意点） 
・ 検疫で問題が生じた場合は「販売不可」

のスタンプが押される（許可出るまで販

売できない） 
 ↓    
販売 Ｈ．小売店・飲食店等の適合証

明 
各地の認証機関 ・ 輸入者の取る GOST-R に準ずる。 

・ 必要書類の詳細については、「5.1」を参

照のこと。 
 Ｉ．小売店・飲食店等での商品

検査 
連邦消費者権利保護・福祉

監督局(Rospotrebnadzor)、
もしくは同監督局の地方出

先機関 

・ 商品検査が随時実施されている。 
詳細については、「5.2」を参照のこと。 

 
4. 輸入制度・輸入規制 

【必要書類】 

品目 ロシア対外経済活動

商品に関するコード

のリスト 

輸入許可

書 

輸出国の

加工所の

登録証明 

輸出国の

動物検疫

証明書*1 

衛生伝染

病鑑定書 

適合証明

書*2 

国境国家

動物検疫

検査証書 

魚の缶

詰 
1604 魚の調理品も

しくは缶詰 

○ ○ ○ ○ × ○ 
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品目 ロシア対外経済活動商品

に関するコードのリスト 

輸 入 検

疫 許 可

書 

輸 出 国

の 植 物

衛 生 許

可書 

衛 生 伝

染 病 鑑

定書 

適 合 証

明書*1 

国 家 検

疫 植 物

衛 生 管

理証書 

国 境 国

家 動 物

検 疫 検

査証書 

みそ 2104 スープおよびブ

イヨンの完成品、

およびその調理

に必要なもの 

× ○ × ○ × △*2 

＊１ 本報告書「第 1 部 4.輸入に必要となる書類（品目大分類ごと） 1）輸入者が準備すべき書類」の

補足説明「＊２」に順ずる。 

＊２ 原材料に肉や魚等の動物性食品が含まれる場合のみ、監督対象となる。たとえば、だし入りのみそ

で、魚のエキス等が含まれる場合がこれに該当する。なお、含まれない場合は対象外。 

※ 各書類の詳細は、第１部を参照のこと。 

 

4.1 輸入業務許可 

加工食品の輸入に際しては、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要である

（2005 年 6 月 9 日付 連邦政府決定第 364 号「商品の外国貿易における許可制に関す

る規定」 に基づく）。 
許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸入業者は、輸入の形態によって、ど

のスキームに申請するかを決定する。 
 

1) 1 回限りの許可書･･･輸入が 1 回限りである場合。有効期限 1 年間。 
2) 一般許可書･･･輸入が複数回に亘る場合。有効期限 1 年間。 
3) 独占許可書･･･特定品目の輸出入を独占する場合。有効期限は設定されていない。 
 

  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第 1 部 3.輸入制

度･輸入規制 １）対外貿易活動許可」を参照のこと。 
 

4.2 当該産品の輸入許可 

  加工食品の輸入については、品目･内容物によって、必要となる輸入許可の種類・要不

要が異なる。 

植物由来の原材料が含まれる加工品については、輸入検疫許可書の要不要の基準は明

確でなく、その都度 HS コードに基づいて調べる必要がある（コードごとに植物検疫の要

不要を定めたリストについては、本報告書「第３部 ２．食品･花きの輸入を規定する法

令 ４）植物検疫の必要書類リスト」を参照のこと。ここに記載されていなければ、植

物検疫は不要）。 
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  許可証の申請先、必要書類、発行プロセスに関しては、本報告書「第１部 ３.輸入制

度･輸入規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 

 動物由来の原材料が含まれる加工品の輸入に際しては、事前に許可証（輸入許可書）

取得が必要である。 

 輸入許可取得に際して必要な書類に関しては、本報告書「第 1 部 ３．輸入制度･輸入

規制 ３）輸入検疫許可/輸入許可」を参照のこと。 
 その中でも、水産物加工品の輸入許可取得に際して、特別に必要となる書類について

は、本報告書「第 2 部 第 5 章 4.2.1 輸入許可申請時、水産品・同加工品にのみ特殊

な必要書類： 終加工所の登録証明書」を参照のこと。 
 

4.3. 検疫 

加工食品の場合は、品目・内容物によって、植物検疫・動物検疫の要不要が異なる。 

植物検疫の要不要については、明確な基準はなく、その都度 HS コードに基づいて調べ

る必要がある（コードごとに植物検疫の要不要を定めたリストについては、本報告書「第

３部 ２．特定の農水産品の輸入を規定する法令 ４）植物検疫の必要書類リスト」を

参照のこと）。 

動物検疫は、水産加工品は、すべて対象となる（コードごとに植物検疫の要不要を定

めたリストについては、本報告書「第３部 ２．特定の農水産品の輸入を規定する法令 

６）動物検疫対象品目リスト」を参照のこと）。 

なお、HS コード上の分類が植物加工品でも、動物由来の原材料が混じっているという

理由で動物検疫を、また、HS コード上の分類が動物加工品でも、植物由来の原材料が混

じっているという理由で植物検疫を求められる場合がある。 

検疫の必要書類に関しては、本報告書「第１部 ３．輸入制度･輸入規制 ６）検疫証

明」を参照のこと。 

また、水産物加工品の検疫に際して、特別に必要となる書類については、本報告書「第

2 部 第 5 章 4.3.1 検疫時、水産品・同加工品にのみ特殊な必要書類： 終加工所の

登録証明書および輸出国発行の動物検疫証明書」を参照のこと。 
 

4.3.1 動植物検疫・衛生基準（残留農薬基準を含む） 

4.3.1.1 残留農薬 

  ロシアにおいて、みその原料となる大豆の輸入に関する残留農薬の規制は以下の通り

である（2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準について」に基

づく）。なお、水産加工品の輸入に関する残留農薬規制については、本報告書「第 2 部 第

5 章 4. 輸入制度・輸入規制 4.3.2」を参照のこと。 
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制限対象物質名 
許容上限（MRL） 
（単位:mg/kg） 

制限対象物質名 
許容上限（MRL） 
（単位:mg/kg） 

vernolat 0.5 fenvalerat 0.1 
imazetapir 0.5 fozalon 0.1 
tepraloksidim 0.5 hlorbromuron 0.1 
malation 0.3 tsigeksatin 0.1 
profenfos 0.3 galaksifop-metil 0.05 
metribuzin 0.25 galaksifopetoksietil 0.05 
hloramben 0.25 diklofop-metil 0.05 
glifosat 0.15 permetrin 0.05 
atsifluorfen 0.1 fenoksapropetil 0.05 
bentazon 0.1 hizalofop-P-etil 0.05 
imazakvin 0.1 kvizalofop-P-tefuril 0.04 
kletodim 0.1 alahlor 0.02 
lyambdatsigalotrin 0.1 tifensulfuron-metil 0.02 
pendimetalin 0.1 edil 0.02 
prometrin 0.1 atsetohlor 0.01 
propargit 0.1 klomazon 0.01 
setoksidim 0.1 metolahlor 0.01 
trifluralin 0.1 tsipermetrin 0.01 
trihlorfon 0.1   

 
4.3.1.2 使用禁止農薬 

  ロシアにおいて、みその原料となる大豆の輸入に関して禁止されている農薬関連物質

は以下の通りである（2003 年 5 月 6 日付 国家衛生医師長決定 No.92「農薬衛生基準に

ついて」に基づく）。なお、水産加工品の輸入に関する禁止農薬については、本報告書「第

2 部 第 5 章 4. 輸入制度・輸入規制 4.3.2」を参照のこと。 

• Benomil 

• Propahlor 

• Flyuvalinat 

• Etalfluralin 

4.4 関税以外の国境特別措置 

特になし。 
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4.5 サンプル輸出の規制状況 

ロシアは ATA カルネ条約には加盟していないが、イスタンブール条約附属書に基づき

ATA カルネ使用により 1 年間に限り、展示会用サンプルと広告用資料を免税輸入できるこ

とになっている。花きについても、例外ではない。 
ただし、ロシアではその運用が税関内で周知されていない状況もあり、書類が揃ってい

ても、通常の通関手続きを要請される場合がある。 
 
5. 販売時の規制・手続き 

5.1 販売許可のための認証 

5.1.1 販売許可のための認証：商品に対するもの 

 検疫･通関のプロセスで提示を求められることはまれであるが、販売目的で輸入する産品

が港に到着するまでに、当該産品に対する適合証明（GOST-R）を取得しておかなければ、

販売ができない。 
 加工食品については、自己認証で規格適合を証明できるものがあり、重点品目「魚の缶

詰」については、いずれも自己認証が認められている。「みそ」は、政府認証が必要である。 
 政府認証が必要な品目の、GOST-R 取得の際の申請先、必要書類については、本報告書

「第 1 部 3. 輸入制度・輸入規制 ５）適合証明」を参照のこと。 
 

（国家認証制度の改正） 

旧ソ連時代に形成された国家認証制度は、対象が細かく分かれており、EU 等から強く批

判されてきた。こうした中で、現在、その改正作業が進められている。新しい制度では、

これまで 2000 以上に細分されていた項目が数百程度（700 程度との話があった）に整理統

合される。輸入については、衛生・伝染病鑑定書、適合証明書の取得プロセスも統合され

る。統合に伴い、認証マークも改正される（”T”→”TP”）。 
加工食品関連では、既に①乳製品、②バター・油（マーガリン等も含む）、③ジュース類

が新制度の対象となっており、、生鮮・加工が統一されつつある。 
 

5.1.2 販売許可のための認証：サービスに対するもの 

小売店としての適合証明（GOST-R）を取得することが必要である。 
管轄は、ロシア連邦技術規制・計量庁（旧国家度量衡委員会）（Gosstandart）である。

申請先は、商工会議所や民間企業など、各地の認証機関である。 
発給申請のための必要書類は以下の通りである。 

1) 定款 
2) 申請書 
3) 販売場所のリースもしくは所有契約書 
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4) 販売場所オーナーとの間で取り交わした、販売物品受け入れの証書 
5) 販売場所の衛生基準を満たしたことの証明書（衛生･伝染病管理センター

（ЦГСЭН）発行） 
6) 販売予定の商品リスト（ЦГСЭНの認証を経たもの） 
7) 防火検査証明書 
8) ごみの取扱いに関する取り決め 
9) 什器（冷蔵設備、加熱設備等）リスト 
10) サービス内容を示す書類 
11) 生鮮食料品運搬車の衛生証明 
12) 販売する食品の安全性に関する証明書（ЦГСЭН発行） 
13) 販売予定商品のサンプルを記載したリストの写し 
14) 設置する什器の検査証明 
15) アルコール類販売の許可証 
16) 電気設備の設置状況に関する技術的な報告書 
17) 必要資格を満たした従業員のリスト 
18) サービスに関わる従業員の健康状態証明書 
19) 各製品にかかる技術およびコストを示す書類 
20) 各製品の適合証明、動物検疫検査証明書、植物衛生証明書のコピー 

 

5.2 販売時の検査 

販売される商品及びその販売が伝染病証明および販売に関する諸規則に合致しているか、

卸業者倉庫、小売店等で検査が行われることがある。検査者は、連邦消費者保護・安全監

督局の各地方における支局である。同支局は、管轄する都市の各区に 1 ヵ所ずつ検査署を

配置している。 

検査の結果、偽造品、密売、不良品販売等の違反行為が発見された場合、同局は商品の

没収、販売許可の取り消し、強制閉店等の措置を行う。 

 

6. 税制度 

6.1 関税 

品目名 HS コード 関税 

さば・さんま缶詰 1604 サケ・マスのもの  20%（ただし下限は 1 キロあた

り 3 ユーロ） 
その他       15% 

みそ 2104 15% 
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6.2 付加価値税 

    付加価値税（VAT）＝{申告価格（CIF）＋関税}×18％ 。 
 
 
6.3 その他 

通関手数料は、税関当局が通関に際して負担した実費の範囲内であり、その金額は、10
万ルーブルを超えない（国税基本法第 357.3 条）。 

通関手数料の具体的な金額は、2004 年 12 月 28 日付連邦政府決定第 863 号「通関手続き

のための手数料について」に基づき、通関商品の価額により 決定される。例えば、通関の

価額が、20万ルーブル以下の場合、手数料の額は 500ルーブルとなるが、通関の価額が 3,000
万ルーブル１コペイカ 以上の場合、手数料の額は 10 万ルーブルとなる。 
 
7. 表示上の制度 

ロシアでは、「GOST-R 規格」に従い、規格適合を示すことを商品包装物に印刷するか、

ラベルを貼付して表示しなければならない。この表記はロシア語であることが求められる。

規格適合を証明するロゴならびにその発給機関番号は上記の規格適合証明に合わせて発給

される。 

加工食品の場合は、ロシア語で、一般的に以下の内容を含む必要がある（詳細は現地事

業者に再確認する必要がある）。 

• 商品名 

• 商品の類型、カテゴリー、グループ名 

• 製造者・包装業者・輸出業者・輸入業者の名称・住所・国籍 

• 商品の（重）量 

• 商品の内容物（化学物質、栄養価の分かる表示） 

• 包装・製造年月日 

• 保存方法 

• 賞味期限 

• GOST-R のマーク 

• （水産加工品の場合）元の魚の大きさ、切り方、加工方法 

• 原材料に対して加えた、保存料、調味料、食品添加物、化学物質 
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8. 関連企業･団体概要リスト 

8.1 モスクワ 

会社形態 有限会社 

社名 La Maree 

都市 Moscow 

住所 Volgogradskii prospect Street 32/2 

事業概要 輸入・卸売りの会社。生鮮果物と冷凍魚の輸入の記録有り。高級ホテル、レストラン、カフ

ェや小売店に高級食品等を売っている。取扱い品目は、魚類、肉類、果物・野菜、チーズ、

菓子など。モスクワ、サンクトペテルブルグ、エカテリンブルグにオフィスを有する。 

ホームページ http://www.lamaree.ru/ 

電話・FAX TEL +7(495)775-14-70 

FAX +7(495)775-14-71 

 
会社形態 有限会社 

社名 Fishhouse 

都市 Moscow 

住所 Lesnaya Street 43 -1 

事業概要 ホテル、レストラン、カフェに特化している卸売り事業者。 

600 以上の取扱い品目がある。扱う商品グループは次の通り：1）魚類、

2）日本食に使用される野菜および果物、 ３）サラダ、 ４）コメ（加

工品含む）、 ５）ソース、 ６）スープ等 

ホームページ http://www.fish-house.ru 

電話・FAX TEL +7(495)223-2696 

 
8.2 サンクトペテルブルグ 
会社形態 有限会社 

社名 Evrika 

都市 St. Petersburg 

住所 Komissara Smirnova Street 15, 174 

事業概要 魚類の加工品の卸。ただし、ホームページ上に“一時的に販売を中止する”

との記載も見られた。 

ホームページ http://evrika-spb.narod.ru/ 

http://www.fishnet.ru/companies/company-2091.html?country=167&reg

ion=61 

電話・FAX TEL +7(812) 973-5715 

 



 96 

8.3 ハバロフスク 
会社形態 有限会社 

社名 DIAMANT DV 

都市 Khabarovsk 

住所 Frunze Street 128 

事業概要 輸入・卸売会社。2002年から日本のJAと取引を開始。現在、日本から輸入している品目は、

1）果物、2）野菜、３）米、４）肉、５）花 

ロシアの小売販売先は次の通り：Azbuka Vkusa、Globus Gurme（以上モスクワ）、

Sfera-Market、Vlazer-Hypermarket、DV-Torg（以上沿海地方）、NK-City、Tri Tolstyaka、

Super Gud、Tamara、Samberi（以上ハバロフスク地方）、Prostor Plyus（アムール州）。 

Kamchatka地方ではShamsa（卸売）、Irkutsk州ではAfina Pallada（卸売）にも販売。 

ホームページ http://www.diamonddv.ru/index.html 

電話・FAX 日本の連絡先 080-1007-0766 

ロシアの連絡先 +7 (914) 770-66-77 （いずれも携帯番号） 

 
会社形態 有限会社 

社名 MIG TRADE 

都市 Khabarovsk 

住所 Pavlovicha Street 13 357 

事業概要 2005 年に創立。輸入・卸売会社。主な日本の取り扱い品目は果物であり、

１）りんご、２）なし、３）柿、４）桃、５）苺を輸入している。野菜や

ジュースなども輸入している。 

従業員数は約 30 人、年間売上は約 6,000 万 RUB。 

ホームページ http://www.migtrade.ru/ 

電話・FAX TEL +7 (4212) 30-19-20, 59-05-40, 59-07-46 

FAX +7(4212) 30-19-20 

 
8.4 ウラジオストク 
会社形態 有限会社 

社名 EJLAN 

都市 Vladivostok 

住所 Stanyukovicha street 1, 521 

事業概要 輸入・卸売会社。Vladivostok 市に倉庫を持ち、日本製食品を売っている。 

ホームページ なし 

電話・FAX TEL +7 (4232)725- 031 

 




