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第３部 関連法令・通知等 （解説／和訳） 

 
１．輸入制度全般を規定する法令 

① 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」  
 ロシアで輸出入業務を行うためには、事前に許可証（対外貿易活動許可）取得が必要であ

ることを定めたものである。 

許可証には、以下三種類のスキームが存在し、輸出入業者は、業務の形態によって、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。 

 
 輸出入業者は、この許可証を管轄している経済発展貿易省、または地方機関、認定機関に

対して、下記の書類を提出して、許可証を申請することが定められている。 

1) 申請書 

2) 輸出者との間の契約書(上記スキーム 1)の場合のみ) 

3) 税務機関における登録証書の写し 

申請がなされてから 20 日以内に、許可証発行もしくは申請内容却下の決定が下される。申

請内容が承認されれば、対外貿易活動許可証が発行されるとともに、連邦のデータベースに、

許可証保持者として登録され、以後輸出入業務を行う際に照合される。 

本法令の全訳については本章「１）」を参照のこと。 

 
② 2003 年 5 月 28 日付、連邦法第 61-FZ 号「関税基本法」 
輸出･輸入をめぐる基本原則について定める。とくに、旧法（1993 年制定）に比べ、おも

に以下の点において、通関業務の簡素化、迅速化が図られる以下の点を明確化したことが特

徴である。 

1) 通関手続きの迅速化（税関申告提出後 10 日→3 日） 

2) 貨物到着以前での事前申請を許容 

3) 通関時のトラブル、不具合発生があった場合、税関関係者は通関業者に口頭もしくは

文書によって 15 日以内に説明する義務が発生 

4) 税関手続きに関する規則の変更に関して当局は 90 日以前に予告する義務が発生 

 
③ 2003 年 12 月 10 日付連邦法第 173-FZ 号「外国為替管理法」 
ロシア法人･個人と海外法人･個人との間の通貨取引に関する規制について定める。 

2004 年 6 月、2007 年 1 月と順を追って改正されており、2009 年 2 月現在では、殆どの



 100 

規制が廃止されている。 

輸出入に伴う通貨取引について、本法令で定められている規制は以下のものである。 

1) 輸入者は、輸入代金を支払う前、外為取引を行う資格を有する取引銀行に対して輸

入取引契約の写しを提出し、輸入取引証明書（取引パスポート）を作成しなければ

ならない。 

・ 当該銀行は、連邦税関局および中銀地方局と情報交換を行い、輸入品が一定の

期間以内に事実上ロシア国内に入ることを確認する。 

・ 輸入品が一定の期間内にロシア国内に入らないことに正当な理由がない場合、

輸入者は外為法違反として罰則を受けることがある。 

2) ロシア法人･個人が外国銀行の口座を開設する場合、開設可能な銀行は OECD また

は FATF（金融活動作業部会）の加盟国の銀行に制限される 

3) 外国銀行での口座開設後は、ロシア税務署に通知する義務がある 

4) ロシア法人･個人が銀行口座を開設せずに外国に送金する際、その額は 5,000 米ド

ル相当額までに制限されている 

 
④ 1998 年 7 月 16 日付「国税基本法」第 1 部 
ロシアにおける関税の位置づけと、関係する主要な政府機関を定める。関税率の決定、支

払いに関連する政府機関は以下の通り。 

1) 連邦国家関税委員会 

2) 同委員会下部機関（中央および地方税関） 

 
⑤ 1993 年 5 月 21 日付連邦法第 5003-I 号「関税率について」 
⑥ 2003 年 12 月 25 日付国家税関委員会規定第 1539 号「優遇措置の適用について」

添付 1 
⑨は関税の設定・適用方法を規定するものである。⑩は、⑨で採用されている 恵国待

遇を適用する相手国を規定するものである。 

 
⑩では、ロシアの関税規定を以下のように定め、品目ごとにいずれかを適用している。 

1) 課税対象商品の関税価格に一定の比率を乗じて算出した従価税。 

2) 課税対象商品の単位量当たりで一定の税額を定め算出した従量税。 

3) 上記関税率の併用（例：関税価格の 25%相当とするが、キロ当たりの税額の

下限を 2 ユーロとする等）。 

注）なお、農産物の場合、品目によって、上記以外に、季節関税（1 年に 6 ヶ月を限度

として、上記規定以上の関税を賦課する）が適用されるものもあるので、注意が必要で

ある(例:りんご)。 

品目ごとの関税規定については、巻末表を参照。 



 101 

一般的に輸入関税価格は、商品価格に、輸入港までの運賃、買手が負担する手数料、容

器、包装の費用、知的財産権の使用料等の特定要素を加えた取引価格に基づいて査定され

る。 

⑨によると、日本は、 恵国待遇の対象国であるので、日本からの輸入品には、⑧で定

められた基本規定に則って関税が賦課される。 

 
⑦ 2000 年 7 月 19 日付「国税基本法」第 2 部 

輸入品を含み、ロシア国内で販売される物品･サービスへの付加価値税および物品税の課

税について規定する。付加価値税は、ロシア国内で販売される全ての物品、サービスを対象

に 18%。物品税は、石油製品、エチルアルコール、アルコール飲料、タバコ類、乗用車等を

対象として課税され、税率は、従量税率が採用されている。 

 
⑧ 1998 年 4 月 14 日付連邦法第 63-FZ 号「商品の貿易におけるロシア連邦の経済的利

益の保護について」 
⑨ 1995 年 10 月 13 日付連邦法第 157-FZ 号「外国貿易の国家規制について」（2003

年 12 月 8 日付連邦法第 164-FZ 号で全面改正。新法は 2004 年 6 月 16 日より発効） 
⑩ 2003 年 12 月 8 日付連邦法第 165-FZ 号「商品の輸入に関する特別セーフガード措

置、アンチダンピング措置、相殺措置について」 
以上三つの法令は、輸出入制限措置の発動に関してその根拠および手続きを規定する。 

2009 年現在、地域として禁じられている輸入元はない。 

輸入量、輸入手続きの上で制限があるものとしては、禁止品目として、戦争･テロを呼び

かける資料、危険性廃棄物、輸入許可を必要とする品目として、爆発性物質や医薬品等が挙

げられるが、その他、上記⑤～⑦で規制されているもののうち、食品･花きに関する制限は

以下の通りである。 

 1) 禁止品目 

連邦政府は、農産物または水産物の輸入を禁止あるいは制限することができる。 

対象例として牛肉が挙げられる。 

2)輸入割当対象品目 

連邦政府は、特定の輸入品目に関して量的制限を設けて、輸入割当を設定すること

ができる。 

 対象例として鶏肉が挙げられる。 

3)輸入許可を必要とする品目 

食品･花きで、上記⑤～⑦の法令で規制されているものはない。 

ただし、食品については、別の法令で、品目ごとの規制を定めている（２）を参照）。 
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⑪ 2007 年 4 月 25 日付連邦税関局命令第 536 号への付属書「選定税関条件による商品

の税関手続に必要な書類およびデータのリスト」 
  物品の通関時に必要な書類を規定する。具体的な書類の詳細については、P.  の全訳

を参照のこと。 

 
⑫ 2006 年 8 月 11 日付連邦税関局規定第 762 号「税関貨物申告書(GTS)およびトラン

ジット申告書の作成に関する規則の承認について」 
⑬ 2006 年 9 月 1 日付第 829 号「関税価格申告書（DTS-1 および DTS-2）の様式およ

び関税価格申告書の記入手続に関する規則について」 
  通関時に用意すべき書類の一部の詳細を規定したもの。 

⑩の二つの申告書は、書式が統一された。⑪には、法令で規定された免税品を除き、⑩

で申告された輸入品の全ての商品名を記載しなければならない。 

なお、国家関税委員会は、2009 年 1 月 1 日から輸入貨物の事前通関申告を義務化する

と発表していた（2008 年 7 月）。 

これが実施されると、通関申告書は輸出国の側で国際運送条約に基づいて事前に作成さ

れ、運送業者は、輸入貨物を税関に搬入する前に通関申告書を電子申請でを税関に送付す

ることになる。従来、通関業者または税関の検査官が通関申告書の電子コピーを作成して

きたコストが削減され、迅速な通関が可能となる。しかし、電子申請を行うための機械が、

各運送会社に一斉導入されていないため、この制度は未だスムーズには機能していない。 

 
⑭ 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約（ATA 条約） 

    物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約。国際的な商業活動及び文化活動を

一層発展させることを目的として、物品（貨物）の一時免税輸入に関する手続を容易にす

るため、輸入者が、条約加盟国政府の認可を受けた保証団体によって発給された通関手帳

（ATA カルネ）を、その記載された物品（貨物）の輸入の際に税関に提出することによ

り、物品（貨物）の一時免税輸入を許可すること等を定めた条約。 

ロシアは ATA 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

カルネ使用が認められている。したがって、展示会サンプル品の輸入については、日本

で発行された ATA カルネ（展示会用の商品サンプル、広告資料等に対して、通常の一時

免除の輸入に必要な申請書類および税関担保に代わって使われる国際的な通関書類）を

提出すれば、1 年間に限り無税で輸入できることになっている（ただし、通関後の保税輸

送はできず、ATA カルネとサンプル品を別送した場合、サンプル品を郵送した場合の免

税輸入は認められていない）（出所：社団法人日本商事仲裁協会ホームページ

（http://www.jcaa.or.jp/carnet-j/8.html））。 

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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１）商品の外国貿易における許可制ならびに交付した許可書についての連邦データバン

クの設立と運用管理に関する規定の承認について 

 
ロシア連邦政府 2005 年 6 月 9 日付け決定第 364 号 

 
連邦法「外国貿易活動の国家規制原則」施行に従い、ロシア連邦政府は次の通り決定する： 

   １．下記付属書を承認する： 

     商品の外国貿易における許可制度に関する規定； 

     交付許可書についての連邦データバンクの設立と運用管理に関する規定。 

   ２．ロシア連邦政府の 1996 年 10 月 31 日付け決定 第 1299 号「ロシア連邦における商

品（労務、サービス）の輸出入許可および数量制限の導入に際しての割当数量の売却に関する入

札および競売の実施手続き」（ロシア連邦法令集、1996 年、№46、p.5249；1998 年、№６、p.746；

№12、p.1442；1999 年、№１、p.207；2000 年、№52、p.5153；2004 年、№31、p.3268；2005

年、№７、p.562）の第 1 項は、ロシア連邦における商品（労務、サービス）の輸出入許可手続

きに関する規定の承認に関して、失効したものと認定する。 

   ３．本決定の発効以前に交付された輸出入許可書は、その有効期間の終了まで効力を有す

るものと定める。 

   ４．本決定は、その公示から１ヵ月後に発効するものとする。 

 
本決定の発効に関しては、連邦税関の 2005 年 7 月 20 日付け書簡 №01-06/24325 を参照のこ

と。 
 
ロシア連邦首相         M. Fradkov 

 
モスクワ 

2005 年 6 月 9 日 

№ 364 
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２）商品の外国貿易における許可制に関する規定 

 
（ロシア連邦政府 2005 年 6 月 9 日付け決定 第 364 号により承認） 

 
   １．本規定は、商品の外国貿易における許可（以下「許可書の交付」という）手続きを定

める。 

   本規定の目的において、許可書の交付とは、個別品目商品の輸出および（または）輸入を

許可する文書の交付によって実行される外国貿易取引の行政的規制手続きをいう。 

   ２．許可書の交付は下記の場合におこなわれる： 

   a）個別品目商品の輸出または輸入に対する暫定的数量制限の導入時； 

   b）国家の安全、国民の生命または健康、自然人または法人の財産、国または地方自治体

の財産、環境、動植物の生命または健康に好ましからぬ作用を及ぼす恐れのある個別品目商品の

輸出および（または）輸入許可手続きの実施時； 

   c）個別品目商品の輸出および（または）輸入に関する独占権を付与する場合； 

   d）ロシア連邦による国際的責務の履行時。 

   ３．ロシア連邦経済発展貿易省は、その地方機関（以下「許可機関」という）を通じて、

外国貿易活動の参加者（以下「申請者」という）に下記の種類の許可書を交付する： 

   a）１回限りの許可書‐その対象が一定数量の個別品目商品の輸出または輸入である、外

国貿易取引を取り決めた協定（契約）にもとづいて申請者に交付される文書。この１回限りの許

可書の有効期間は、交付日から起算して１か年を超えることはできない。当該商品に関して暫定

的数量制限が導入されている場合には、その許可書の有効期間は、翌年の１月１日をもって終了

する； 

   b）一般許可書‐ロシア連邦政府の決定にもとづいて申請者に交付され、一定数量の個別

品目商品の輸出および（または）輸入を許可する文書。この一般許可書の有効期間は、交付日か

ら起算して１か年を超えることはできない。当該商品に関して暫定的数量制限が導入されている

場合には、その許可書の有効期間は、翌年の１月１日をもって終了する。 

   c）独占許可書‐申請者に対し、しかるべきロシア連邦法に定められた、個別品目商品の

輸出および（または）輸入に関する独占権を付与する文書。 

   ４．許可書は、ロシア連邦経済発展貿易省によってその書式が承認されている用紙を使用

して作成される。 

   ５．申請者は、許可書を得るため、下記の書類を許可機関に提出する： 

a）ロシア連邦経済発展貿易省の承認した書式による許可書交付申請書―文書および磁気

媒体により各１部； 

 
ロシア連邦経済発展貿易省・外国貿易および税関業務に関する国家管理局の地方機関は、ロシア

連邦経済発展貿易省の2005年10月6日付け命令第251号によって承認された書式に従い、2005
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年 11 月 1 日より許可申請の受付を行う。 
 
   b）申請者の署名・捺印によって証明された、外国貿易取引を取り決めた協定書（契約書）

の写し１部（1 回限りの許可書申請の場合）； 

   c）申請者の署名・捺印によって証明された、税務機関における登録証書の写し１部； 

   d）ロシア連邦法に定めのある場合には、その他の文書。 

   ６．許可機関は、本規定の第５項に従って提出された書類を所定の手続きにより登録する。 

   ７．許可機関は、本規定の第５項に従って提出された書類の登録日から起算して 20 日以

内に、許可書の交付またはその却下について決定をくだす。 

   許可交付却下の場合には、そのしかるべき理由を記した通知書が申請者に送付される。 

   ８．申請者（法人）の法的組織形態、名称または登記地に変更のあった場合、または申請

者（個人事業者）の姓、名、父称に変更のあった場合、あるいは許可書紛失の場合には、申請者

（許可取得者）は、15 日以内に、しかるべき許可機関に対し、本規定の第５項の a）に述べた

新規申請書ならびに上記の変更または紛失を証明する文書を添付した許可書再交付願書を提出

するものとする。 

   再発行許可書の交付は、申請書類の登録日から起算して 5 日以内におこなわれる。 

   ９．交付された許可書に変更を加えることは許されない。 

   10．下記の理由のある場合には、申請者に対し、許可書の交付が却下されることがある： 

   a）許可書交付申請書が正しく作成されていない場合； 

   b）不確実な情報が記入された場合； 

   c）割当数量の尽きた場合（個別品目商品の輸出または輸入に関する暫定的数量制限が導

入された場合における許可書の交付時）。 

   11．下記の場合には、許可書を交付した機関により、交付された許可書の効力の一時停

止または失効決定がなされる： 

   a）許可取得者によりその旨の申請がなされた場合； 

   b）許可取得者が許可条件に違反した場合。 

   12．交付された許可書の効力の一時停止または取消しについては、許可取得者ならびに

連邦税関に対し、その種の決定をなすに至った正当な理由を記した通知書が送付される。 

   交付された許可書の効力復活に関する通知書は、その種の決定をなすに至った理由を付し

て、交付された許可書の効力一時停止決定日から 5 日以内に、許可取得者および連邦税関に送

付される。 

   13．許可書交付申請書の審査、許可書の交付および許可書の所持を証明する文書の再発

行については、ロシア連邦法律に定める金額の国家手数料を納めるものとする。 

   14．許可取得者は、その許可書を他の人格に譲渡してはならない。 

   15．許可書の提示がなされない場合には、ロシア連邦税関機関による商品引渡しの拒否

理由となる。 
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   16．許可書の原本および許可取得者によって証明されたその謄本各１部を下記に提出す

る： 

   ロシア連邦の税関機関宛‐通関手続きが、ロシア連邦の当該税関機関においてのみおこな

われる場合； 

   許可取得者の所在地を管轄するロシア連邦の税関機関宛‐通関手続きが、ロシア連邦の複

数の税関機関においておこなわれる場合。 

   17．1 回限りの許可書交付の場合、許可取得者は、その有効期間経過後 10 日以内に、そ

の許可書を交付した許可機関に対し、ロシア連邦の税関国境を通過した商品の実際量に関するロ

シア連邦税関機関の認定事項を記入した許可書原本の複写写真を提出する。 

   18．許可機関の決定および措置に関しては所定の手続きにより異議申立てをおこなうこ

とができる。 

 
 

交付許可書についての連邦データバンクの設立と運用管理に関する規定 
（ロシア連邦政府 2005 年 6 月 9 日付け決定 第 364 号により承認） 

 
   １．本規定は、交付許可書についての連邦データバンクの設立および運用管理手続きを定

める。ロシア連邦経済発展貿易省は、その地方機関を通じ、下記の場合に上記の許可書を交付す

る： 

   a）個別品目商品の輸出また輸入に関する暫定的数量制限の導入時； 

   b）国家の安全、国民の生命または健康、自然人または法人の財産、国または地方自治体

の財産、環境、動植物の生命または健康に好ましからぬ作用を及ぼす恐れのある個別品目商品の

輸出および（または）輸入許可手続きの実施時； 

   c）個別品目商品の輸出および（または）輸入に関する独占権を付与する場合； 

   d）ロシア連邦による国際債務の履行時。 

 
   ２．交付許可書連邦データバンクは、ロシア連邦経済発展貿易省が設立し、下記のものを

保管する： 

   a）下記の情報を含む、交付許可書に関する情報： 

     法人の場合‐名称、法的組織形態および登記住所； 

     個人事業者の場合‐姓、名、父称、住所、本人であることを証明する書類のデータ； 

     納税者個人番号； 

     許可書の種類、番号および有効期限； 

     外国貿易取引を取り決めた契約書の番号およびその調印の日付； 

     外国法人（買手または売手）の名称およびその登記住所； 

     ロシア連邦対外経済活動商品品目表にもとづくコードを記した商品名； 
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     商品の数量とその統計価格。 

 
   ３．交付許可書連邦データバンクの設立は、情報交換機能を備えた専用ソフトウェアを用

いた許可書の電子コピーの形態でロシア連邦経済発展貿易省の地方機関（以下「省の地方機関」

という）から入手された情報にもとづいておこなわれる。 

 
自動情報システム”Litsenzirobanie”[Licensing]の運用開始については、ロシア連邦経済発展貿

易省の 2008 年 3 月 25 日付け命令第 77 号を参照のこと。 
 
   ４．交付許可書連邦データバンクに保管される情報は、情報の盗用、消失、改ざんおよび

偽造を確実に防止するという条件のもとに、部外者の立入り不能な場所に保管され、処理される。

上記情報の完全消失を防止するため、ロシア連邦経済発展貿易省は、電子媒体によるその種の情

報のバックアップ・コピーを作成するが、それらは原本と同時に失われることのない場所に保管

されるものとする。 

 
   ５．交付許可書連邦データバンクに保管される情報は、ロシア連邦の政府機関、ロシア連

邦構成主体の政府機関および地方自治機関の要請にもとづき、ロシア連邦の法律に定める制限を

考慮して、ロシア連邦経済発展貿易省により無償で提供される。上記情報の提供は、しかるべき

要請の送達日から 5 日以内におこなわれるものとする。 

 
   ６．交付許可書連邦データバンクに保管される情報は、その種の情報提供がロシア連邦が

締結した国際条約によるものである場合には、それら諸外国に向けた交付許可書に関する情報の

作成に利用される。 

 

 
（以上） 
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３）選定税関条件による商品の税関手続に必要な書類およびデータリストの承認に関し

て 

 
2007 年 4 月 25 日付連邦税関局命令第 536 号 

（2008 年 3 月 18 日、9 月 30 日、10 月 13 日付の改正を含む） 
 

ロシア連邦税関法典（ロシア連邦法令集 2003 年版、No.22、P2066；No.52（第 1 部）、P5038；

2004 年版、No.27、P2711；No.34、P3533；No.46（第 1 部）、P4494；2005 年版、No.30（第

1 部）、P3101；2006 年版、No.1、P15；No.3、P280、No.8、P854; No.52（第Ⅱ部）、P5504；

2007 年版、No.1（第 1 部）、P29）の規定を実行するため、また 2006 年 5 月 11 日付ロシア連

邦大統領令第 473 号（ロシア連邦法令集 2006 年版、No.20、P2162 ）の第 2 項「連邦税関局

の諸問題」、ならびに2006年7月26日付政府決定第459号（ロシア連邦法令集2006年版No.32、

P3569 ）により承認された同第 5.2.11 節「連邦税関局設置規定」により、以下について命令す

る。 

1. 添付の選定税関条件による商品の税関手続に必要な書類およびデータリスト（以下「リス

ト」と称する）を承認すること。 

2. 次を承認すること、すなわち： 

 ロシア連邦税関法典第 63 条第 7 項により真正であることが証明された、選定税関条件によ

る商品の税関手続に必要な書類のコピーが提出された場合、税関機関は書類コピーが原本

と相違ないことを調べる権利を保有する。この際、商品の税関手続業務を遂行する税関吏

は書類コピーに「照合済み」の表記を施し、署名し、個人番号の押印により真正を証明す

る。コピーと照合したあとに、書類原本は申告者に返却される。 

 続いて商品の税関申告に使用する（変更および追加を含まない）税関手続に必要な書類は

税関機関に一度だけ提出すればよい。ただし、ロシア連邦の法律により税関手続時に原本

としてそれを提出する要求が定められていない場合に限る（この要求事項がある場合には、

書類は毎回の税関申告書に添付する必要がある）。続いて税関申告書を提出する場合に、こ

のような書類のデータを書類一覧表に記載し、これら書類を添付した申告書の番号を表記

する。この際、これらの書類は 2 部ずつ提出し、1 部は申告書に添付し、他の 1 部は後に

続く税関申告書を調べる際に税関機関が使用する。 

 税関手続に必要な書類は、ロシア連邦税関法典第 63 条第 8 項ならびに第 124 条第１項によ

り、税関業務に関する他の法令が定める手順および個別ケースにおいて、電子書類の形で

提出することができる。 

3. その所管地域で選定税関条件による商品の税関手続が行われる税関長は、本命令が発効し

た時点から、「リスト」に示した書類およびデータを該当人物が提出した際に、選定した税
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関条件による税関手続に関する税関業務および税関手順の実施を確保する。 

4. 以下の文書は失効したと見なす： 

 2003 年 9 月 16 日付ロシア GTK（国家税関委員会）命令第 1022 号「選定税関条件による

商品の税関手続に必要な書類およびデータリストの承認に関して」（2003 年 10 月 13 日ロ

シア連邦法務省登録、登録番号 5171） 

 2003 年 11 月 12 日付ロシア GTK 命令第 1275 号「2003 年 9 月 16 日付ロシア GTK 命令

第 1022 号の変更および追加に関して」（2003 年 11 月 28 日ロシア連邦法務省登録、登録番

号 5285） 

5. 本命令の遂行管理はロシア連邦税関局次長 V.M.マリーニンの所掌とする。 

 本命令はその正式公表の日から 90 日が経過した後に発効する。 

 

 この決定の発効については 2007 年 6 月 18 日付連邦税関局書簡 No.15-13/22639 を参照。 

 

税関局局長、陸軍大将                                A.Y.ベリヤニノフ 

 
2007 年 6 月 1 日ロシア連邦法務省登録 

登録番号 9585 

 

 

2007 年 4 月 25 日付連邦税関局命令第 536 号への付属書 
 

選定税関条件による商品の税関手続に必要な書類およびデータのリスト 
（2008 年 3 月 18 日付変更を含む） 

 
1. 選定税関条件にて（国際税関トランジット条件を除く）ロシア連邦税関区域に搬入される

（搬入された）商品の収容にあたり、次の書類およびデータを提出する。 

a) 該当人物の税関業務を遂行する権限を証明する書類 

b) ロシア連邦税関区域に搬入される（搬入された）ならびに（または）自由流通用に通

関許可される外国商品の申告時における貨物税関申告書（GTD）記入規則に従って記

入された貨物税関申告書（GTD）の様式、および（または）他の様式*(1) による税関

申告書 

c) 税関申告書にデータの記載ある該当人物がロシア連邦国内で活動する当事者能力のあ
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ることを証明する、ロシア連邦の法律に従った書類（このような書類となりうるのは、

設立書類、外国法人の支社または駐在事務所認可証明書、パスポート*(2)、法人の国家

登録証書または個人事業主としての私人の国家登録証書） 

d) 税関申告書にデータの記載ある該当人物が税務機関における登録対象であることを証

明する、ロシア連邦の法律に準拠した書類 

e) 税関価格申告書、ただしその記入が法令で定められていない場合を除く、およびこの

「選定税関条件による商品の税関手続に必要な書類およびデータのリスト」（以下「リ

スト」と称する）に対する付属書 No.1 により税関価格について申告したデータを確認

する書類 

f) 契約に対する商業書類（送り状（Invoice）、見積送り状（Proforma Invoice）、その他

商業および計算書類。これには小売網での商品購入に対するレシートまたは商品伝票

を含み、決済条件により支払手段として有価証券*(3)を使用した決済が行われたことを

確認する書類その他を含む） 

g) 契約書（申告商品と関連するその追加および協定を含む）または、税関申告に必要な

データを含むという前提で、契約書の抜粋。ただし、これは商品のロシア連邦税関国

境通過または税関条件の変更が契約書に基づいて行われる場合とし、一方向の外国貿

易取引を行う場合には、そのような取引の内容を記述した書類 

h) 所定の手続により作成した取引パスポート／バーター取引パスポート。ただし、ロシ

ア連邦の法律およびその他法令により該当パスポート作成に関する要求事項を適用す

べき契約に基づいてロシア連邦税関国境の通過または税関条件の変更を行う場合 

i) ロシア連邦の法律およびその他法令により取引パスポート／バーター取引パスポート

作成に関する要求事項が適用されない契約に基づいてロシア連邦税関国境の通過また

は税関条件の変更を行う場合、権限を付与された機関が発行する、為替業務実施の特

徴を証明する書類 

 国家クレジットにより、または国家クレジット償還勘定で商品を納入する場合、ロシ

ア連邦が参加した国際契約により信用勘定を行う指定銀行の確認書で、口座番号並び

に為替コードの記載があるもの 

 国際復興開発銀行（IBRD）および欧州復興開発銀行（EBRD）からの借入資金により

締結し、支払を行う契約について、税関機関に対して通知を行う権限を、ロシア連邦

財務省によって付与された機関の確認書 

j) 信用機関が作成し、発行する書類。これには銀行の勘定書抜粋、その他申告商品のロ

シア連邦税関国境通過と関連する為替業務の実施を確認する書類を含める。ただし、

その為替業務は申告者による税関申告書の提出日までに完了している場合とする 
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k) 航空機機上貿易と関連してロシア連邦税関国境を通過する通貨につき、定期税関申告

書を用いた通貨申告の場合、一定期間に通過する通貨総量に対する入出金伝票に基づ

いて作成する総括帳簿 

l) 税関申告書で申告した税関条件の内容または個別条件から発生したわけではない、特

恵料金および優遇税の権利を確認する書類。ただし、申告商品について、ロシア連邦

の法律により、および（または）ロシア連邦の国際条約により、そのロシア連邦税関

国境通過の際に通関料支払*(4) に対して特典が付与されている場合 

m) ロシア TN VED（対外経済活動における商品名称目録）による商品分類に関する予備

決定書。ただし、そのような決定がある場合 

n) 商品の具体的原産国についての予備決定書。ただし、そのような決定がある場合 

o) 許可証、ライセンス、証明書、証書および（または）権限を付与された機関が発行す

るその他書類（以下「許可証」と称する）。ただし、ロシア連邦の国際条約、ロシア連

邦の法律、ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府の規定に従い、このような許可証

が、この「リスト」の付属書 No.2 により、選定税関条件での商品収容に必要な書類と

なる場合に限る 

p) 通関料の支払を証明する支払書類 

q) ロシア連邦税関法典*(5)の第 337 条に規定する場合には関税および租税支払の担保設

定、またロシア連邦税関法に規定する場合には義務遂行のその他保証物権の提出を証

明する書類 

r) それに基づいて商品の国際搬送または税関管理下にある商品の搬送を行う（行った）

輸送（搬送）書類。ただし、商品が（税関条件の変更または効力完了時に）ロシア連

邦国境を通過しない場合を除く 

s) ロシア連邦税関区域に搬入されるタバコ製品の 大小売価格の通知書で、その提出が

ロシア連邦の租税公課に関する法律で定められたもの 

t) ロシア連邦のエチルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の製造および

流通に関する法律に定めのある場合には、エチルアルコール、アルコール製品、アル

コール含有製品の製造および流通量を記録管理する国家統一自動情報システムにエチ

ルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の流通量が確定されたことの確

認書 

u) ロシア連邦のエチルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の製造および

流通に関する法律により定めたライセンス 

v) 商品を選定税関条件のもとに収容する税務機関からの許可証。但し、ロシア連邦税関

法、ロシア連邦法令、ロシア連邦税関局規定により、選定税関条件のもとでの商品収
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容に関する税関機関の許可が個別の書類の形で発行される場合とする 

w)  先行する（それ以前に提出した）税関申告書（貨物税関申告書(GTD)または税関申告

書として使用されるその他の書類）。ただし、商品について以前選定した税関条件が変

更となる（完了する）場合とする 

x) 本「リスト」には含まれないが、ロシア連邦税関局の他の規定により税関機関への提

出が要求されるその他書類およびデータ 

y) 該当人物が商品を選定税関条件のもとに収容する目的で必要と考えるその他書類およ

びデータ 

z) 税関申告書に添付する書類の一覧表 

aa) 選定税関条件により商品の通関許可を実行するため税関機関が書面により要請した書

類（税関機関がロシアTN VEDによる商品分類の正確さについて税関検査を行うため、

また商品原産国の特定、ロシア連邦対外貿易活動国家規制法に定める禁止事項および

制限遵守の確認、知的所有権対象物に対する排他的権利の遵守確認のために必要なも

のを含む） 

2. ロシア連邦税関区域に搬入される（搬入された）、選定税関条件により通関許可された商品

の税関手続の際には次の書類およびデータを提出する： 

a) 通関許可後の税関業務を該当人物が行う権限を証明する書類 

b) 本「リスト」の第 1 項により提出された書類およびデータに変更および追加を加える

書類およびデータ 

3. 一時搬入の税関条件のもとで商品を収容する場合は追加として次の書類およびデータを提

出する： 

a) 商品一時搬入の目的に関する書類およびデータ 

b) 商品を特定する特徴に関するデータ 

c) 関税および税の納付全額仮免除を適用する根拠となる書類およびデータで、ロシア連

邦の具体的国際条約またはロシア連邦政府の規定を引用したもの。ただし、このよう

な免除がロシア連邦法令により許容される場合に限る 

d) 任意の書式で作成された一時搬入商品の搬出に関する誓約書、ならびにロシア連邦税

関法典が定める義務を遂行する由のその他の保証書（通関料支払の担保の存在を証明

する書類を含む） 

e) 一時搬入の税関条件のもとで収容する商品を使用したイベント実施の計画書およびス
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ケジュール表（上記商品を使用する学術研究および教育課程のスケジュール、上記商

品を使用した試験、検査、実験の計画書およびスケジュール） 

f) 任意の書式で作成した商品一時搬入の予想期限についての申告書 

g) 以前に申告した税関条件の要求事項が遵守されていることを証明する書類（以前に別

の税関条件のもとで収容された商品を一時搬入の税関条件で収容する場合） 

h) 一時搬入の税関条件を申告するために、また税関機関が税関条件を申告する人物の要

請通りに一時搬入期限を定めるために、提出が必要と申告者が考えるその他の書類 

4. 一時搬入の税関条件により通関許可された商品の税関手続に際しては、追加として次の書

類およびデータを提出する： 

a) 関税および税の納付一部仮免除に際して関税、税の納付に関する書類 

b) 任意の書式で作成した商品の一時搬入所定期限の延長に関する動機付けのある申請書

（一時搬入期限の延長が必要な場合） 

c) 修理（オーバーホールおよび改良を除く）を含み、一時搬入した商品の保全確保のた

め実施する業務、メンテナンスならびに商品の消費者特性を保持し、一時搬入税関条

件による商品収容日の状態に商品を維持するために必要な業務に関する書類およびデ

ータ（このような業務が実施された場合） 

d) 任意の書式で作成した、一時搬入の許可を取得した人物の申請書で、一時搬入税関条

件の停止要請を含むもの（関税並びに税の納付の一部仮免除が適用された一時搬入し

た商品を、自由流通のための商品通関許可を見込んでいない他の税関条件で収容する

際）*(6) 

e) 一時的に搬入された商品の、申告者となりうる他の人物への譲渡に関する税関機関の

許可証で、ロシア連邦税関法典に従って発行されたもの 

f) 一時的に搬入された商品の譲渡を受けた人物の一時搬入税関条件の個別条件遵守に関

する誓約書（一時的に搬入された商品の第三者への譲渡の場合） 

g) 一時搬入の許可を 初に取得した人物が、同人の一時搬入の税関条件で商品を使用し

ていた期間について、関税および税を納付したことを証明する書類。ただし、商品に

対して関税および税の納付一部仮免除が適用される場合（一時搬入した商品を第三者

に譲渡した場合） 

h) ロシア連邦税関法典で定めた義務の遂行に関する保証物権の提出について証明する書

類で（関税および税の納付の担保受入についての証明を含む）、一時的に搬入された商

品の譲渡を受ける人物の名で作成したもの（一時的に搬入された商品の第三者への譲

渡の場合） 
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i) ロシア共通主要ファンド分類表（OKOF）による商品グループ名およびコード（商品

が関税および税の納付一部仮免除を適用して一時的に搬入され、その商品がロシア連

邦税関区域内でそれを使用するロシア人の所有物でない場合） 

5. 商品を再輸入の税関条件で収容する場合、追加的に次の書類及びデータを提出する： 

a) ロシア連邦税関区域からの商品の搬出の際に、ロシア連邦税関機関が受領した税関申

告書 

b) ロシア連邦税関区域からの商品の搬出の際に、商品がロシア連邦税関国境を通過した

日を確認する書類 

c) 輸入関税、税、助成金およびその他再輸入時に連邦国庫に返却される金額*(7)の納付を

証明する、支払書類およびその他同様書類の様式による書類。これには申告者が署名

した納付金額計算の説明書を添付する 

d) ロシア連邦税関区域からの商品の搬出と関連して未納付の、あるいは支払金、優遇措

置として直接あるいは間接に受取った、国内税、助成金、その他金額について、それ

を納付した、または返却したことについての証明書（国内税納付の免除を目的として） 

e) 商品の再輸入税関条件のもとでの収容期限延長に関するロシア連邦税関局の書簡（商

品がロシア連邦税関区域から搬出される際に、ロシア連邦税関国境を通過した日の翌

日から 3 年を経過して商品を再輸入税関条件により申告する場合） 

f) 商品の修理業務に関するデータ（このような業務がロシア連邦税関区域外で商品に対

して行われた場合） 

g) 修理またはメンテナンス業務を実施するため輸送機器、予備品、設備をロシア連邦税

関区域から搬出した事実、また一時的に搬出した予備品および設備を使用してロシア

連邦税関区域外にある一時的に搬出した輸送機器の修理またはメンテナンス業務を実

施した事実を証明するデータ（輸送機器の構成要素であり、修理またはメンテナンス

実施のためロシア連邦税関区域より一時的に搬出した予備品および設備、ならびに交

換した予備品および設備を再輸入税関条件にて収容する場合） 

h) 修理またはメンテナンス業務を実施するため輸送機器、予備品、設備をロシア連邦税

関区域から搬出した事実、また逆搬入される予備品および設備が以前に修理またはメ

ンテナンス業務実施のためロシア連邦税関区域から搬出したものと合致する事実を証

明するデータ（一時的に搬出した輸送機器の修理またはメンテナンス業務実施のため

以前にロシア連邦税関区域から搬出したが、同業務実施時に使用しなかった予備品お

よび設備を再輸入税関条件にて収容する場合） 

i) ロシア連邦で適用され、商品の通常条件での輸送、保管、使用（運転）における自然

磨耗および（または）減損の許容値を定める規格、技術規定、その他同様の基準文書
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に関するデータ。ただし、商品がロシア連邦税関区域外にある間にその状態が変化し

た場合（申告者がその提出を必要と考える場合） 

6. 商品を税関区域内での処理加工の税関条件で収容する場合、追加的に税関区域内での処理

加工許可証を 1 部提出する。 

7. 税関区域内での処理加工の税関条件により通関許可された商品の税関手続に際しては次の

書類を提出する： 

a) 任意の書式で作成された、税関区域内での処理加工の許可を取得した人物の申請書、

商品が該当税関条件に準じて使用された期間に税関条件の要求事項および具体的条件

が履行された由の報告書、税関区域内での処理加工の税関条件の要求事項および具体

的条件が今後も遵守される由の許可証の譲渡を受ける人物の誓約書（税関区域内での

処理加工許可証が第三者に譲渡される場合） 

b) 任意の様式で作成した、税関区域内での商品の処理加工許可を取得した人物の申請書

（税関区域内での処理加工の税関条件の効力停止の場合） 

c) 任意の様式で作成した、税関区域内での商品の処理加工許可を取得した人物の書式に

よる等価補償申請書（処理加工用の商品を他の商品に交換する場合） 

d) 任意の書式で作成した、税関区域内での商品の処理加工許可を取得した人物の税関区

域内での商品の処理加工期限の延長に関する動機付けのある申請書（許可証に規定さ

れた商品の処理加工期限の延長が必要な場合） 

8. 商品を処分の税関条件で収容する場合、追加的に次の書類およびデータを提出する： 

a) ロシア連邦環境保護法により特に権限を付与された国家環境・衛生・疫学監視機関の

結論書。ただし、処分が環境に害をもたらす、または人の生命および健康に直接また

は潜在的な危険性を及ぼすと見なす根拠がある場合*(8) 

b) 商品処分の契約書 

c) 予定の処分方法に関する、および税関申告書で申告するすべての商品を申告方法（複

数方法）で処分する業務が継続する期間に関するデータを含む書類。 

 商品が事故または不可抗力により廃棄され、不可逆的に喪失された場合、上記書類に

替えて、追加的に事故または不可抗力による商品の廃棄または不可逆的喪失の事実を

証明する書類を、この書類が存在するならば、提出しなければならない。 

9. ロシア連邦税関区域に搬入される（搬入された）商品を糧食移動（supplies movement）

の税関条件で収容する場合、任意様式で作成し、場所、時間、予定される糧食取扱いに関

するデータを含む搬送業者の通知書を提出する（糧食に対してその一時積み降ろし、他の
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船舶または他の列車への積み替え、他の税関条件での収容に関連する取扱いを行う意図が

ある場合） 

10. 商品を保税倉庫の税関条件で収容する場合、追加的に次の書類およびデータを提出する： 

a) 保税倉庫の税関条件を申請する人物（またその委任を受けた代理人）と商品保管を行

う予定となっている保税倉庫の所有者が締結した、商品保管業務の提供を見込んだ契

約書 

b) 保税倉庫の税関条件で収容したが、実際には保税倉庫に収容しない商品の保管につい

ての任意の書式による申請書（保管期間における商品所在を示したもの）、ならびに保

管のために商品のそのような受渡しが必要なことを証明する書類およびデータ（その

人物にとってそのような保管が必要な場合） 

11. 保税倉庫の税関条件により通関許可された商品の税関手続の際には次の書類およびデータ

を提出する： 

a) 保税倉庫の税関条件で商品を収容した人物の、保税倉庫での商品保管期限延長に関す

る任意の書式で作成した、動機付けのある要請書（保税倉庫での保管期限延長が必要

な場合） 

b) 保税倉庫の税関条件で収容した商品の単純な組立作業、また販売および輸送準備に必

要な作業の実施に関する、任意の書式で作成した申請書（このような作業の実施が必

要な場合） 

c) 保税倉庫の税関条件で収容した商品の試料およびサンプル採取に関する申請書（試料

およびサンプルの採取が必要な場合）、または（試料またはサンプルとして採取した）

商品を国内使用のための通関許可の税関条件で収容するための税関申告書、ならびに

輸入関税および税の納付に関する書類（サンプルおよび試料が 1 ヶ月以内に保税倉庫

に返納されない場合） 

d) 保税倉庫にある商品の分割譲渡についての、またそれらの所有権、使用権または管理

権が第三者に譲渡された由の任意の様式で作成した通知書、また商品の分割譲渡、そ

の所有権、使用権または管理権の譲渡が行われる根拠となる書類（このような分割譲

渡、または所有権、使用権または管理権の譲渡が発生する場合） 

e) 保税倉庫に保管されている商品の財産権を取得した人物の、保税倉庫の税関条件で収

容され、保税倉庫に保管されている商品についてロシア連邦税関法が定める要求事項

および具体的条件をこれら商品について今後遵守する由の任意の様式で作成した誓約

書（商品に対して、このような分割譲渡、または所有権、使用権または管理権の譲渡

が発生する場合）、ならびにこの「リスト」の第１項「c」および「d」による同人につ

いてのデータを確認する書類 
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f) 保税倉庫の税関条件で収容したが、実際に保全倉庫に収容しない商品の任意様式で作

成した保管申請書、ならびに商品のこのような保管受渡しが必要なことを確認する書

類およびデータ（該当人物にとってこのような保管が必要な場合） 

g) ロシア連邦税関法典で定める義務の履行についての保証物権の提出を証明する書類

（関税および税の納付担保の存在を確認する書類を含む）（このような保証物権の提出

がロシア連邦税関法により要求される場合） 

h) 商品をひとつの保税倉庫から別の保税倉庫に移動するための、任意の様式で作成した

申請書、国内税関トランジットの手続に必要な書類およびデータ、ならびに商品を保

税倉庫に収容した人物（またはその指定代理人）と商品の移動先となる保税倉庫の所

有者との間で締結した契約書、商品を保税倉庫の税関条件で収容する根拠となった税

関申告書（該当人物にとってこのような移動が必要な場合）、または上記商品について、

その分割譲渡、所有権、使用権、管理権の譲渡に関する業務が行われた、あるいは商

品が別の保税倉庫に移動された場合には、保税倉庫の税関条件で収容した商品の検査

記録書 

12. 無関税貿易の税関条件による商品の税関手続には追加的に税関機関が無関税貿易の店舗開

設期限について通知を受領した由のデータを提出する。 

13. 2005 年 7 月 22 日付ロシア連邦法第 116－FZ 号「ロシア連邦における経済特区について」

*(9)により設置された工業・製造型、技術・ベンチャー型経済特区の域内で適用される免税

区域 Free Tax Zone（以下 FTZ と称する）の税関条件で商品を収容する場合、税関機関に

は、追加的に次の書類およびデータを提出する： 

a) 経済特区運営機関の合意を受けた経済特区居住者（Resident）の申請書 

b) 経済特区で工業・製造活動を行う由の協定書（工業・製造型経済特区の居住者用） 

c) 経済特区で技術・ベンチャー活動を行う由の協定書（技術･ベンチャー型経済特区の居

住者用） 

d) 該当人物が経済特区居住者として登録されたことを確認できる証明書 

14. FTZ の税関条件で通関許可された商品の税関手続に際しては次の書類およびデータを提出

する： 

a) 任意の様式で作成した、商品の分割譲渡、その所有権、使用権、管理権の譲渡に関す

る通知書、ならびに商品が分割譲渡され、または、その所有権、使用権、管理権が譲

渡される根拠となる書類、またはそれに準じて商品が FTZ の税関条件で収容された税

関申告書、またはそれに基づいて商品の所有権、使用権、管理権の譲渡がおこなわれ

た税関書類（FTZ の税関条件で収容した商品が経済特区の他の居住者に分割譲渡され
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るか、商品についての所有権、使用権、管理権が譲渡される場合） 

b) 任意の様式で作成した、FTZ の税関条件で収容した商品に対する財産権を取得した経

済特区居住者の FTZ の税関条件に従い商品を使用する由の申請書（FTZ の税関条件で

収容した商品について、その分割譲渡、それに対する所有権、使用権または管理権の

譲渡が発生する場合）、ならびに本「リスト」の第１項「c」と「d」、および第 13 項に

よる同人についてのデータを確認する書類 

c) 任意の様式で作成した、FTZ の税関条件で収容した商品の、FTZ の税関条件によるそ

の使用を目的とした別の経済特区域内への移動に関する通知書、国内税関トランジッ

トの手続に必要な書類およびデータ、ならびにそれに準じて商品が分割譲渡された、

またはそれに対する所有権、使用権、管理権の譲渡が行われた税関書類（FTZ の税関

条件で収容した商品を他の経済特区の域内に移動する場合） 

d) 任意の様式で作成した、その商業価値の喪失に関連した FTZ の税関条件で収容した商

品の処分に関する通知書、商品を FTZ の税関条件で収容するための税関申告書、また

はそれに準じて商品が分割譲渡され、または商品について所有権、使用権、管理権が

譲渡され、それに基づいてそのような商品の税関手続および税関検査が実施される税

関書類、ならびに商品が商業価値を喪失した事実を確認する書類、ロシア環境保護法

により特に権限を付与された国家環境・衛生・疫学監視機関の結論書（FTZ の税関条

件により収容した商品がその商業価値の喪失と関連して経済特区の域内で処分される

場合） 

e) FTZ の税関条件で収容された後、事故または不可抗力の影響で処分された、または不

可逆的に喪失された商品に対する、経済特区居住者による FTZ の税関条件の完了に関

する申請書、FTZ の税関条件での商品収容の税関申告書、またはそれに準じて商品が

分割譲渡され、または商品について所有権、使用権、管理権が譲渡され、それに基づ

いてそのような商品の税関手続および税関検査が実施される税関書類、あるいは事故

または不可抗力の結果による商品処分、その不可逆的喪失の事実を証明する書類 

15. ロシア連邦税関区域から搬出する（搬出された）商品を選定税関条件（国際税関トランジ

ットの税関条件を除く）で収容する際には、次の書類およびデータを提出する： 

a) 該当人物の税関業務遂行権限を確認する書類 

b) ロシア連邦税関区域から搬出される商品の申告に使用する貨物税関申告書（GTD）の

様式により、GTD 記入規則に従って記入した、および他の様式*(10)による税関申告書 

c) そのデータが税関申告書に記載された人物のロシア連邦国内での活動実施にかかわる

当事者能力を証明する、ロシア連邦の法律に準拠した書類（このような書類となりう

るものとして設立書類、外国法人の支社または駐在事務所認可証明書、パスポート*(11)、
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法人の国家登録証明書または私人の個人事業主としての国家登録証明書がある） 

d) 税関申告書にデータの記載ある該当人物が税務機関の登録対象であることを証明する、

ロシア連邦の法律に従った書類 

e) 本「リスト」の付属書 No.3 による、税関価格の申告データを確認する書類 

f) 契約に対する商業書類（送り状 Invoice、見積送り状 Proforma Invoice、その他商業お

よび計算書類。これには小売網での商品購入に対するレシートまたは商品伝票を含み、

決済条件により支払手段として有価証券*(12)を使った決済が行われたことを確認す

る書類その他を含む） 

g) 契約書（申告商品と関連する契約書の補則および協定を含む）、または税関手続に必要

なデータを含むという前提で契約書の抜粋。ただし、これは商品のロシア連邦税関国

境通過または税関条件の変更が契約書に基づき行われる場合とし、一方向の外国貿易

取引を行う場合には、そのような取引の内容を記述した書類 

h) 所定の手続で作成した取引パスポート／バーター取引パスポート。ただし、商品のロ

シア連邦税関国境通過またはその税関条件の変更が、ロシア連邦の法律および他のロ

シア連邦の法令によりパスポート作成に関する要求事項を適用すべき契約に基づいて

実行される場合 

i) 商品のロシア連邦税関国境通過またはその税関条件の変更がロシア連邦の法律および

他のロシア連邦の法令により取引パスポート／バーター取引パスポート作成に関する

要求事項を適用されない契約に基づいて行われる場合、権限を付与された機関が発行

する、為替業務の特徴を証明する書類（特に、ロシア連邦が参加した国際条約により

信用勘定を行う指定銀行の確認書で、口座番号と為替コードの表示のあるもの） 

j) 銀行の勘定書抜粋を含む、信用機関が作成、発行する書類、申告商品のロシア連邦税

関国境通過と関連する為替業務の完了を確認するその他書類（上記為替業務が税関申

告書提出日までに完了している場合） 

k) 航空機機上貿易と関連してロシア連邦税関国境を通過する通貨を、定期税関申告書を

使用して申告する際に、一定期間に通過する通貨総量に対する入出金伝票に基づいて

作成する総括帳簿 

l) 税関申告書で申告した税関条件の内容または個別条件から発生したわけではない、特

恵料金および優遇税の権利を確認する書類。ただし、申告商品について、ロシア連邦

の法律により、および（または）ロシア連邦の国際条約により、そのロシア連邦税関

国境通過の際に通関料支払*(13) に対して特典が付与されている場合 

m) ロシア TN VED（対外経済活動における商品名称目録）による商品分類に関する予備

決定書。ただし、そのような決定がある場合 
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n) 商品の具体的原産国についての予備決定書。ただし、そのような決定がある場合 

o) 許可証、ライセンス、証明書、証書および（または）権限を付与された機関が発行す

るその他書類（以下「許可証」と称する）。ただし、ロシア連邦の国際条約、ロシア連

邦の法律、ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府の規定に従い、このような許可証

が、本「リスト」の付属書 No.4 により、選定税関条件での商品収容に必要な書類とな

る場合に限る 

p) 通関料の支払を証明する支払書類 

q) ロシア連邦税関法典*(14)の第337条に規定する場合には関税および税納付の担保設定、

またロシア連邦税関法に規定する場合には義務遂行のその他保証物権の提出を証明す

る書類 

r) それに基づいて商品の国際搬送または税関管理下にある商品の搬送を行う（行うこと

になる）輸送（搬送）書類。ただし、商品が（税関条件の変更または効力完了時に）

ロシア連邦国境を通過しない場合、または輸送規則により、商品をロシア連邦税関区

域から搬出する際に、輸送書類の作成が商品を輸送手段に積み込んだ後に行われる場

合を除く 

s) 商品を選定税関条件のもとに収容する許可証。ただし、ロシア連邦税関法、ロシア連

邦法令、ロシア連邦税関局規定により、選定税関条件のもとでの商品収容に関する税

関機関の許可が個別の書類の形で発行される場合 

t) それ以前に提出した税関申告書（貨物税関申告書(GTD)または税関申告書として使用

されるその他の書類）。ただし、商品について以前選定した税関条件が変更となる（完

了する）場合 

u) ロシア連邦のエチルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の製造および

流通に関する法律に規定される場合には、エチルアルコール、アルコール製品、アル

コール含有製品の製造および流通量を記録管理する国家統一自動情報システムにエチ

ルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の流通量が確定されたことの確

認書 

v) ロシア連邦のエチルアルコール、アルコール製品、アルコール含有製品の製造および

流通に関する法律に定めのあるライセンス 

w) 本「リスト」には含まれないが、ロシア連邦税関局の他の規定により税関機関への提

出が要求されるその他書類およびデータ 

x) 該当人物が商品を選定税関条件のもとに収容する目的で必要と考えるその他書類およ

びデータ 

y) 税関申告書に添付する書類の一覧表 
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z) 選定税関条件により商品の通関許可を実行するため税関機関が書面により要請した書

類（税関機関がロシアTN VEDによる商品分類の正確さについて税関検査を行うため、

また商品原産国の特定、ロシア対外貿易活動国家規制法に定める禁止事項および制限

遵守の確認、知的所有権対象物に対する排他的権利の遵守確認のために必要なものを

含む） 

16. ロシア連邦税関区域から搬出される（搬出された）、選定税関条件により通関許可された商

品の税関手続の際には次の書類およびデータを提出する： 

a) 通関許可後の税関業務を該当人物が行う権限を証明する書類 

b) 本「リスト」の第 15 項により提出された書類およびデータに変更および追加を加える

書類およびデータ 

17. 一時搬出の税関条件で商品を収容する場合は追加として次の書類およびデータを提出す

る： 

a) 商品を特定する特徴の有無に関するデータ 

b) 商品のロシア連邦税関区域外での所在期間制限に関する情報を含んだ、権限ある連邦

行政機関の許可書類。ただし、ロシア連邦の法律により、一時的に搬出される商品が

そのロシア連邦税関国境通過に関する許可手続の効力適用範囲に入る場合 

c) 税関条件の申告を行う人物が要請する一時搬出期限を税関機関によって定めてもらう

目的で、申告者が提出する必要があると考えるその他の書類 

18. 一時搬出の税関条件により通関許可された商品の税関手続に際しては、次の書類およびデ

ータを提出する： 

a) 任意の書式で作成した商品の一時搬出所定期限の延長に関する動機付けのある申請書

（一時搬出期限の延長が必要な場合） 

b) 任意の書式で作成した、商品を一時搬出の税関条件で収容した人物の、一時搬出の税

関条件を輸出の税関条件に変更する由の要請書（一時搬出された商品の所有権を外国

人に譲渡する場合） 

19. 商品を税関区域外での処理加工の税関条件で収容する際には、追加として商品の税関区域

外での処理加工許可証を 1 部提出する。 

20. 税関区域外での処理加工の税関条件により通関許可された商品の税関手続に際しては次を

提出する： 

a) 任意の書式で作成した、税関区域外での処理加工の許可を取得した人物による、税関
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区域外での処理加工期限延長に関する動機付けのある申請書（一時搬出期限の延長が

必要な場合） 

b) 任意の様式で作成した、税関区域外での商品の処理加工許可を取得した人物の、処理

加工製品を外国商品と交換する申請書（税関区域外での処理加工作業が修理の場合） 

21. 商品を再輸出の税関条件で収容する場合、追加的に次の書類およびデータを提出する： 

a) ロシア連邦税関区域に存在する商品の状況に関するデータで、次の形式のもの： 

・ 商品が、それに基づいてロシア連邦税関区域に存在する税関条件の要求事項および具

体的条件について、それが遵守されている由の商品を所管する税関の確認書で、税関

長またはその代行者の署名があり、税関印で真正を証明した書簡様式のもの、ならび

に商品が選定税関条件のもとにあることを証明する税関申告書（再輸出の税関条件を

先行する税関条件の効力を終了させる目的で申告する場合） 

・ 商品の税関検査ゾーンへの配置を証明する書類（該当商品について、そのロシア連邦

税関区域への搬入に際して税関条件を申告しなかった場合） 

b) 再輸出がロシア連邦税関区域に向けた商品の到着場所で申告される場合、商品搬出の

理由に関するデータ 

c) ロシア連邦税関法典第 242 条第 1 項の規定の遵守を確認する書類（以前は自由流通目

的で通関許可された商品を再輸出の税関条件にて申告する場合） 

d) それに従って外国商品がロシア連邦税関区域に搬入された契約書（税関手続に必要な

データが含まれているという前提で契約書の抜粋）、この契約書に対して作成した取引

パスポート／バーター取引パスポート。ただし、このような契約が結ばれ、このよう

な取引パスポート／バーター取引パスポートが作成され、かつ外国商品がそのロシア

連邦税関区域への搬入に際して何らかの税関条件で収容されなかった場合 

22. ロシア連邦税関区域からの商品搬出を見込んだ税関条件により（国際税関トランジットの

税関条件を除く）通関許可され、その区域から出域する商品の税関手続に際して、ロシア

連邦税関区域からの出域場所で、それに従い該当商品が税関条件で収容された税関申告書

（または、税関に関する法令で定める場合にそのコピー）1 部（枚）を税関機関に提出する。 

---------------------------------- 

*(1) 税関業務において権限を付与された連邦行政機関の法規により、税関申告書の不可分の

一部となるものも含め、他様式の税関申告書が定められている場合 

*(2) 私人が税関条件を申告する場合 

*(3) 有価証券のコピー、契約（協定）による有価証券の受渡し証、入金伝票、その他有価証
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券に対する所有権の移譲を確認する書類で、これらが税関申告書の提出日に作成された

（提出された）場合 

*(4) 国際条約、ロシア連邦の租税公課法令、ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府規定、

ロシア連邦税関局法規は、税関申告書にこれら法令の然るべき引用があれば、提出しな

い 

*(5) 関税および税の納付の担保はロシア連邦税関法典の定める別の場合に提出されること

がある 

*(6) 一時搬入の税関条件を停止する必要がある場合 

*(7) ロシア連邦税関法典第 235 条第 1 項第 4 節 

*(8) 処分が環境に害を与える、または人の生命および健康に直接または潜在的な危険を及ぼ

すと見なす根拠がある場合に提出する 

*(9) ロシア連邦法令集 2005 年版、No.30（第Ⅱ部）、P3127；2006 年版、No.23、P2383、

No.52（第 1 部）、P5498  

*(10) 税関業務において権限を付与された連邦行政機関の法規により、税関申告書の不可分の

一部となるものも含め、他様式の税関申告書の適用が定められている場合 

*(11) 私人が税関条件を申告する場合 

*(12) 有価証券のコピー、契約（協定）による有価証券の受渡し証、入金伝票、その他有価証

券に対する所有権の移譲を確認する書類で、これらが税関申告書の提出日に作成された

（提出された）場合 

*(13) 国際条約、ロシア連邦の租税公課法令、ロシア連邦大統領およびロシア連邦政府規定、

ロシア連邦税関局法規は、税関申告書にこれら法令の然るべき引用があれば、提出しな

い 

*(14) 関税および税の納付の担保はロシア連邦税関法典の定める別の場合に提出されること

がある 

 

選定税関条件による商品の税関手続に必要な書

類およびデータのリストに対する付属書 No.1 
 

ロシア連邦税関区域に搬入する（搬入した）商品の申告時に申告した 
税関価格のデータを確認する書類のリスト 
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1. 選定税関条件によりロシア連邦税関区域に搬入する（搬入した）商品の申告時に、使用する

税関価格算定法に応じて、申告者は税関価格の申告データを確認するための書類を提出す

る。ただし、このような書類が「リスト」の第 1 項 a—d、f—r、v—y の各節に従って提出

されない場合に限る。 

a)  税関価格を搬入商品の取引価格による方法で算定する場合 

 申告者の設立書類 

 外国貿易売買契約書（有償納入契約書）、効力のあるその付属書、追加、変更 

送り状（Invoice） 

銀行の支払書類（送り状に対して外国貿易契約書の条件により支払が行われた場合）、

および商品の価格を反映するその他支払書類 

契約書により定められた取引条件に応じた保険書類 

商品の輸送（輸送・発送 transport-expedition 契約を結ぶなら、その契約書）、積込み、

積降ろし、積換え契約書、商品の搬送（輸送）、積込み、積降し、積換えに対する送り

状（Invoice）、または輸送価格を反映する会計書類（商品輸送を申告者が自前の輸送

手段で行った場合）－ 空港、港湾または商品のロシア連邦税関区域への他の到着地

点までの輸送費用が、実際に支払われた、または支払うべき価格に含まれておらず、

商品がロシア連邦税関区域に到着後、商品搬送（輸送）費用を、実際に支払われた、

または支払うべき価格から控除する旨、申告されている場合 

相場商品を搬入する場合には国際取引所での相場価格 

仲介業務提供に関する契約書（代理店契約書、委託販売契約書、ブローカー業務提供

契約書）、送り状（Invoice）、契約書に定めた取引条件による仲介業務提供に対する銀

行の支払書類 

契約書、送り状（Invoice）、見積送り状、会計書類、ロシア連邦税関機関が商品搬出

のために手続した税関申告書（商品がロシア連邦から納入された場合）、その他搬入す

る（搬入した）商品の製造およびロシア連邦への輸出販売と関連して使用するために、

買い手が無料または低価格で提供した商品および業務の価格に関する書類。ただし、

このような商品および業務の提供が外国貿易取引で見込まれており、それらの価格が

実際に支払われたまたは支払うべき価格に含まれていない場合 

ライセンス契約書、送り状（Invoice）、銀行支払書類、会計書類、その他搬入する（搬

入した）商品に分類される知的所有権対象物の利用料に関するデータを含む書類（こ

のような支払が搬入する商品の販売条件によって定めてある場合） 

搬入した商品を後に販売し、あるいは別の方法で運用管理し、または利用した結果、
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直接または間接に売り手に計上される収益の金額データを含む書類（会計書類を含む）

およびデータ（これが外国貿易取引の条件で見込まれている場合） 

容器価格、梱包材料費および梱包作業費を含む梱包価格に関する契約書、勘定書、銀

行の支払書類。ただし、この経費を買い手が支出したが、搬入する商品に対して実際

に支払ったまたは支払うべき価格に含まれていない場合（これが外国貿易取引の条件

で見込まれている場合） 

申告税関価格の確認のために申告者が提出できるその他の書類およびデータ 

b) 税関価格を同等（同質）商品の取引価格による方法で算定する場合 

税関価格が搬入する商品の取引価格による方法で算定され、税関機関に了承された同

等（同質）商品の税関手続を行った際に準拠した書類；貨物税関申告書、税関価格申

告書（様式 DTS-1）、外国貿易契約書およびその追加協定、送り状、その他商業書類、

ならびに同等（同質）商品の申告税関価格の確認のため申告者が提出したその他の書

類およびデータ（追加書類およびデータを含む） 

商業的段階（卸、小売、その他）の違い、および（または）数量の違い、空港、港湾、

その他商品のロシア連邦税関区域到着場所までの搬送（輸送）費の違い、空港、港湾、

その他商品のロシア連邦税関区域到着場所までの商品搬送（輸送）と関連する商品の

積込み、積降し、積換え経費並びにその他の業務実施費用の違い、商品の国際輸送に

関わる保険料の違いを考慮した価格修正に根拠があること、およびその正確さを確認

する書類およびデータ（そのような修正が行われた場合） 

c) 税関価格を価格減法により算定する場合 

申告者の設立書類 

評価の対象となる商品、同等商品、または同質商品の、販売先となる人物の設立書類 

評価の対象となる商品、同等商品、または同質商品がロシア連邦国内市場で販売され

た根拠となった契約書；ロシア国内市場での販売時に発行された、租税公課法に規定

の手順で作成された送り状 

銀行の支払書類（送り状に対する支払が行われた場合）、会計書類、商品の搬入および

ロシア国内での販売に関わる経費（仲介者（代理店、委託先）の報酬、営業費および

管理費、輸送費および保険料、収益に関するもの）を反映する送り状 

搬入する（搬入した）商品の処理（加工）の結果、付加された価値に関する書類およ

びデータ、ただし、このような商品が処理後に販売される場合；有償処理業務提供の

契約書、実行者が発注者に対して発行した送り状（Invoice）、契約の支払に関する銀

行の書類、処理（加工）価格の会計書類（計算書） 
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搬入およびロシア連邦国内での販売に関連しロシア連邦で納付する関税、税の納付に

関する書類 

商品単位あたりの申告価格、及びそこから差し引く経費額を確認するため申告者が提

出できるその他の書類およびデータ 

d) 税関価格を価格加算法により算定する場合 

製作費または材料購入費、製造費、搬入する（搬入した）商品の製造に関わるその他

作業の経費に関するデータを含む評価対象商品の製造業者の会計書類、一般的な会計

原則により作成した評価対象商品製造業者の商業伝票 

ロシア連邦に輸出するために、輸出業者の国において生じた利益総額および営業・管

理費（価格への上乗せ分）に関するデータを含む製造業者および（または）輸出業者

の会計書類 

契約で定めた取引条件による保険書類 

輸送に対する送り状（Invoice）（輸送費計算書）、ロシア連邦税関区域への到着地まで

の商品積込み、積降し、積換え費用を確認する書類 

搬入する（搬入した）商品の製造およびロシア連邦への輸出販売と関連して使用する

ために、買い手が無料または低価格で提供した商品および業務の価格に関する書類お

よびデータ。ただし、このような商品および業務の提供が外国貿易取引で見込まれて

おり、それらの価格が、搬入する商品に対して実際に支払われたまたは支払うべき価

格に含まれていない場合 

ロシア連邦国内で実施された（施工された）、搬入する商品の製造に必要な基本設計、

開発、エンジニアリング、構造設計、デザイン、意匠、図面およびスケッチ作成の支

払済み価格に関する書類（これが外国貿易取引の条件で見込まれている場合） 

申告税関価格を確認するため申告者が提出できるその他の書類およびデータ 

e) 税関価格をリザーブ Reserve 法で算定する場合 

税関価格の算定に選んだベースにより、本項目 a—d 節に列挙した書類およびデータ 

評価対象商品がロシア連邦に搬入されている 中、またはそれに相応する時期に、評

価対象商品の同等商品、同質商品、または同等級あるいは同種の商品が世界市場で販

売されている、または販売提供されている価格のデータを記載した独立公開情報源の

初のページ（情報源の名称および日付が表示された表紙）および該当ページ；具体

的商品の詳細な記述および明確な価格構成の提示；商品についての出版または配布さ

れている正式価格表、または具体的商品の納入およびその価格についての企業の商業

オファー、ならびに国際取引場での相場価格 
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搬入する商品の価格データまたは価格計算を含む賃貸、リース、バーター、贈与契約

書およびその他の契約書 

商品の価格評価を含む見積送り状、仕様リスト 

保険書類 

 

評価対象商品のロシア連邦搬入が行われている 中またはほぼそれと同時期に効力を

有している輸送料金表 

ロシア連邦における評価活動を規制する法律に従い評価活動分野で権限を付与された

機関により、所定の手続で実施された商品評価の報告書 

申告税関価格を確認するため申告者が提出できるその他の書類およびデータ 

2. ロシア連邦税関法典第 323 条および第 367 条により、本付属書第 1 項 a—e 節に列挙した

申告者が提出した書類およびデータが、商品の申告税関価格についての判断に不十分であ

り、且つ（または）商品申告時に申告したデータが信憑性に乏しい、または然るべき方法

で確認されていないことを示す特徴を税関機関が発見した場合、税関機関の書式による申

請により、申告者は具体的取引の状況に応じて、ならびに申告者が選んだ商品の税関価格

の算定方法に応じて、次の追加書類およびデータを（該当する取引および搬入する商品と

関係のあるもの）提出する義務がある。個別には次の通り： 

搬入する（搬入した）商品の製造業者の価格表、またはその商業オファー 

出荷国における搬入する（搬入した）商品の価格データ、出荷国の輸出税関申告書および

その真正証明のあるロシア語翻訳版 

搬出する（搬出した）商品の銘柄（ブランド）、モデル、型ごとの価格データ、ただし、こ

のデータが外国貿易契約書（付属書、仕様リスト）、送り状に表示されていない場合 

梱包リスト（以前に提出していない場合） 

商品の記帳に関する会計書類 

ロシア連邦国内市場での販売に向けた商品の納入契約書（商品販売価格計算書） 

商品の具体的ロットについて売り手が買い手に割引販売を行った根拠、その割引規模を説

明するデータ。ただし、そのような割引販売が外国貿易契約で見込まれているが、数量的

には決まっていない場合 

ロシア連邦国内市場における同等（同質）商品、および同一等級または同一種類の商品の

売り手のオファー、発注書、価格表 
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搬入する商品の物性、品質、市場での評判、およびそれらが価格形成に与える影響に関す

る書類およびデータ 

商品の輸送および積換えに関する書類およびデータ（数種類の輸送手段による輸送時） 

評価対象商品のロシア連邦税関区域搬入後に実施する建設、構築、据付を確認する書類お

よびデータ（売り手および買い手が署名し、印鑑によって真正を証明した据付および試運

転業務見積書および計画書） 

納入された商品の数量および（または）品質が、商品の契約（インボイス）価格を決める

出発点となった数量および品質と異なるため生じた、実際に納入された商品の価格と契約

（インボイス）価格の不一致についてのクレームに関する外国貿易取引当事者間での調整

に関する書類 

申告者が保有するロシアおよび外国機関の議決権付き株式に関する書類およびデータ 

その他の書類およびデータで、これには搬入する（搬入した）商品の製造、移動、販売に

関連する人物を含め、申告者が他の人物より受領した書類およびデータを含む 

3. 相互関係にある人物（複数）により搬入される商品の税関価格を搬入商品の取引価格による

方法で算定するにあたり、売り手と買い手の相互関係が取引価格に影響した兆候を税関機

関が発見した場合、申告者は次の書類を提出する： 

売り手と相互関係は有していない買い手を相手として、ロシア連邦への輸出販売を行う際

に、搬入商品の取引価格による方法で、税関価格を算定した同等または同質商品の税関手

続を行う根拠となった、本付属書第 1 項 b)節に列挙した書類 

税関価格を価格減法で算定した同等または同質商品の税関手続を行う根拠となった、本付

属書第 1 項 c)節に列挙した書類 

税関価格を価格加算法で算定した同等または同質商品の税関手続を行う根拠となった、本

付属書第 1 項 d)節に列挙した書類 

 

 

選定税関条件による商品の税関手続に必要な書類

およびデータのリストに対する付属書 No.2 

 

ロシア連邦税関区域への搬入時に選定税関条件による商品の税関手続に必要で、その提出

がロシア連邦の法律、ロシア連邦の他の法令、およびロシア連邦の国際条約により規定さ

れている書類およびデータのリスト（2008 年 3 月 18 日付の改正を含む） 
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2008 年 2 月 29 日付連邦税関局書簡 No.01-11/7811 により、税関手続の目的で 2006 年 11
月16日付ロシア連邦農務省命令第422号に定めた様式6.1、6.2、6.3の獣医学証明書（certificate）
を使用する義務がある。税関手続の目的で獣医学証書(evidence)の提出は要求されない。 

 
2007 年 8 月 13 日付連邦税関局書簡 No.01-06/30190 により、本付属書に記載されたが、有

効期限は経過している書類は無効であり、税関手続の目的で使用することはできない。 
 
1. ロシア連邦税関区域に搬入する（搬入した）商品を選定税関条件により申告する際には、

ロシア連邦の法律に規定のある禁止事項および制限の遵守を確認するため、次の種類の書

類を提出する： 

a) ライセンス 

ロシア連邦経済発展省が発行したライセンス 

ロシア連邦軍事技術協力局が発行したライセンス 

ロシア連邦技術・輸出管理局が発行したライセンス 

b) 許可証 

ロシア連邦経済発展省が個別種類商品の輸入監視を行う際に発行した個別種類商品の

輸入許可証 

通信に対する国家監督制度機関が発行する無線電子機器（高周波装置）搬入許可証 

ロシア連邦内務省が発行する民間用および職務用武器およびその弾薬の搬入許可証 

ロシア連邦内務省が発行する、自動車、海上および河川輸送手段による工業用火薬材

料のトランジットでの移動許可証 

CITES（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）管理機関が発

行する CITES 対象物の搬入許可証 

ロシア連邦動植物衛生監督庁が発行する、獣医業で使用する薬剤の臨床試験、登録、

再登録用の個別ロットの搬入許可証 

ロシア連邦動植物衛生監督庁が発行する、獣医業で使用する薬剤の学術研究機関、研

究所、実験室による薬剤開発、品質、効果、安全性調査および検査のための個別ロッ

トの搬入許可証 

ロシア連邦動植物衛生監督庁が発行する、獣医業で使用する薬剤の人道目的の個別ロ

ットの搬入許可証 
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ロシア連邦保健・社会開発庁が発行する、臨床試験、登録、再登録のための未登録薬

剤搬入許可証 

ロシア連邦保健・社会開発庁が発行する、学術研究機関、研究所、実験室による薬剤

開発、品質、効果、安全性調査および検査のための薬剤の搬入許可証 

ロシア連邦保健・社会開発庁が発行する、人道目的用とする薬剤の搬入許可証 

 
2008 年 10 月 13 日付連邦税関局命令第 1276 号により、本付属書の第 1 項 c)節に変更

が加えられ、それは同命令の正式公表の日から 90 日を経過した時点で有効となる。 

将来版の同節テキスト参照 
 
2008 年 9 月 30 日付連邦税関局命令第 1215 号により、本付属書の第 1 項 c)節に変更

が加えられ、それは同命令の正式公表の日から 90 日を経過した時点で有効となる。 

将来版の同節テキスト参照 
 
2008 年 3 月 18 日付連邦税関局命令第 282 号により、本付属書の第 1 項 c)節に変更が

加えられ、それは同命令の正式公表の日から 90 日を経過した時点で有効となる。 

先行版の同節テキスト参照 

c) 証明書 (certificate) 

国家規格および技術規定の必須要求事項の遵守に関する国家管理（監視）の実施を確

認する一致証明書（輸送手段型式の承認） 

国家規格および技術規定の必須要求事項の遵守に関する国家管理（監視）の実施を確

認する測定機器の型式承認証明書 

穀物およびその加工製品の品質を確認する品質証明書 

未加工天然ダイヤモンドの搬入証明書（キンバリー・プロセス証明書） 

商品の搬入時に発行する、国家獣医学管理（監視）の実施を確認する獣医学証明書 

 

 

2008 年 3 月 18 日付連邦税関局命令第 282 号により、本付属書の第 1 項 d)節に変更が

加えられ、同節は、同命令の正式公表の日から 90 日を経過した時点で有効となった。 

d) 証書（evidence document） 

ロシア連邦消費者保護監視局が発行し、国家衛生・疫学監視の実施を確認する、国家
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登録に関する証書 

金属品位分析機関における特別登録管理の対象としたことの証書 

e) 結論書 

ロシア連邦消費者保護監視局が発行し、国家衛生・疫学監視の実施を確認する衛生・

疫学結論書 

権限を付与された連邦行政機関が発行する、申告商品がロシア連邦外国貿易活動国家

規制法に定めた禁止事項および制限の適用範囲に入らない由の結論書 

国家改良品種試験および保護委員会の結論 

f) 書簡 

検定機関が発行する、検定目的でのサンプル搬入時の書簡 

連邦技術規制・度量衡局またはそれが権限を付与した機関の書簡で、国家規格および

技術規定の必須要求事項遵守についての国家管理（監視）の実施を確認するもの 

ロシア連邦動植物衛生監督庁が発行する、登録試験実施のための農薬サンプル搬入に

対する書簡 

 g) 搬入する商品が麻薬、向精神性物質およびその原料、劇物および毒物のカテゴリーに

分類される由の確認書 

 h) 検定を通過し、ロシア連邦国内で流通を許可された構造的に銃器と似通った製品をロ

シア連邦に搬入するための合意書 

 
2008 年 9 月 30 日付連邦税関局命令第 1215 号により、本付属書の第 1 項 i)節に変更

が加えられ、同節は、同命令の正式公表の日から 90 日を経過した時点で有効となる。 

i) 証明書（act） 

 商品搬入時に発行する国家植物衛生検疫証明書 

  ロシア連邦財務省の国家鑑定人が発行する宝石および貴金属国家検査証明書 

j) 搬入する商品が技術規定の要求事項を満たす由の申告書 

k) 軍人通行許可証 

l) 選定税関条件で収容する商品が、所定の手続で税関機関による保護を受けるべき知的

所有権対象物を含む場合に、知的所有権対象物使用の合法性を確認する書類 
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２．特定の農水産品の輸入を規定する法令 

① 2007 年 2 月 13 日付命令第 84 号「輸入検疫許可証の発給に関する業務について」 
輸入検疫許可書（ИКР）について定めたものである。本法令の全訳については、本章「１）」

を参照のこと。 

 
② 2008 年 1 月 9 日付ロシア農業省令第 1 号「食肉等の輸入許可書について」 
 
③ 2005 年 9 月 6 日付連邦税関局通達 No.01-06/30702「衛生伝染病鑑定書について」 
 
④ 1999 年 7 月 7 日付 連邦法第 766 号「適合証明について」 
 
⑤ 2002 年 7 月 30 日付 連邦技術規則･計量庁令第 64 号「GOST-R 証明の基準と方法に

ついて」 
適合証明に関して、自己認証でよいものと、政府認証が必要なものを分類する。適合性検

査証明書を必要とする品目としては、特に、各種の食料品、衣類、機械が多い。 

 
⑥ 2002 年 12 月 27 日付連邦法第 184 号「技術規制について」 

許認可制度は規制緩和の方向に動いている。同法では、住民の生命・健康、個人や法人の資

産、国有・私有資産の保護、環境、植物や動物の生命・健康の保護、消費者に対する詐欺広告

の予防を目的として、 小限の基準を定める各種の技術規則を作成することが規定されている。

なお、同法において、輸入品の基準適合証明に関する規定があり、基準適合証明の対象品目は、

技術規則に基づき、連邦政府政令により承認される。181 の技術規則（消防規則、環境安全規

則等の一般技術規則、化学商品安全規則、建設材料安全規則等の個別技術規則を含む）を作成

する予定であるが、2008 年３月末現在、ほとんど作成されておらず、従来の制度を適用。 

 
⑦ 国家検疫植物衛生検査の実施に関する連邦動植物衛生監督局行政規則 
 
⑧ 2006 年 12 月 24 日付連邦税関局通達 06-73-44165 号「植物防疫検査を受ける商品一覧

表について」 
 
⑨ 2006 年 11 月 27 日付連邦政府決定第 718 号「植物検疫の必要書類リスト」 
 
⑩ 2005 年 12 月 5 日付連邦政府決定第 732 号「2006～2009 年度の牛肉、豚肉、家禽肉の

輸入について」 
 
⑪ 2006 年 12 月 20 日付ロシア連邦税関局通達 06-73-45065 号「国境国家動物検疫検査に
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ついて」 



 134 

１）輸入検疫許可証の発給に関する業務について 

 
2007 年 2 月 13 日付命令第 84 号 

 

目次 

第 1 章 2007 年 2 月 13 日付命令第 84 号「輸入検疫許可証の発給に関する業務について」 

第 2 章 ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の輸入に対する

連邦動植物衛生監督庁による輸入検疫許可証の発給に関する業務規定 

1. 第 1 条 総則 

2. 第 2 条 輸入検疫許可証発給申請書の審査規定 

3. 第 3 条 輸入検疫許可証の発給規定 

4. 第 4 条 輸入検疫許可証の有効期限 

 

 

第 1 章 2007 年 2 月 13 日付命令第 84 号「輸入検疫許可証の発給に関する業務について」 

 

2000 年 7 月 15 日付連邦法 N99-FZ 号「植物検疫について」（ロシア連邦法律集成 2000

年 第 29 号 3008 頁；2002 年第 30 号 3033 頁；2004 年第 35 号 3607 頁；2005 年第 19 号 1752

頁；ロシースカヤ・ガゼータ 2006 年 12 月 31 日号）を実現する目的で、以下のことを命令する。 

1. 添付された「ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の輸入

に対する連邦動植物衛生監督庁による輸入検疫許可証の発給に関する業務規定を承認すること。 

2. 命令が発効した日から 6 ヶ月間、命令の規定が実現されているか農作物栽培局がモニタリングを

実施すること。 

3. 命令遂行の監督を副大臣 S.G.ミーチンを委ねること。 

大臣 

A.V.ゴルデーエフ 
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2007 年 2 月 13 日付第 84 号 

ロシア農業省令により承認 

 

第 2 章 

ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の輸入に対する 

連邦動植物衛生監督庁による輸入検疫許可証の発給に関する業務規定 

第 1 条総則 

1. 本規定は、ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の輸入

に対する連邦動植物衛生監督庁（以下「ロシア農業監督庁」という）による輸入検疫許可証（以

下「輸入検疫許可証」という）発給申請書の審査、発給または発給却下に関する決定、及び発給

についての規則を定めるものである。 

2. 輸入検疫許可証は、植物検疫分野におけるロシア連邦の国際条約及びロシア連邦の法

律が定める場合を除いて、申請されたロシア連邦領内への輸入検疫対象製品（検疫対象資材、検

疫対象貨物）（以下「検疫対象製品」という）に対して作成される。 

3. 輸入検疫許可証は、厳密に記録され保護が必須となる用紙に作成される。 

4. 輸入検疫許可証の作成と発給は、ロシア農業監督庁が直接行う、あるいは検疫対象製

品の通関が行われる地域を管轄するロシア農業監督庁の地方機関（以下「ロシア農業監督庁地方

局」という）が行う。 

輸入検疫許可証は、一つのロシア農業監督庁地方局が管轄する地域に所在する複数の検問

所を通ってロシア連邦国境を通過する検疫対象製品の輸入に対して作成される。 
 

第 2 条 輸入検疫許可証発給申請書の審査規定 

5. ロシア農業監督庁またはロシア農業監督庁地方局は、本規定に添付した付属文書にし

たがって作成された輸入検疫許可証発給申請書を審査する。 

6. ロシア農業監督庁または貨物の通関が行われる地域を管轄するロシア農業監督庁地方

局が、輸入検疫許可証の発給もしくは輸入検疫許可証の発給却下に関する決定を行う際には、上

記申請書とともに以下のものが審査される。 

1) 所定の方法で原本証明された以下の文書： 

・統一国家法人登記簿または統一国家個人事業者登記簿に申請者が登録されているこ

との証明書（法人及び個人事業者それぞれに）。 

・申請者が税務機関に登録されていることの証明書（法人及び個人事業者それぞれに）。 

2) 植物検疫の規則及び規準に従い、輸入申請した検疫対象製品の保管倉庫に対して予防的な植

物防疫的消毒を実施したことを証明する書類。 
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3) 以下の書類の謄本： 

・輸入申請した検疫対象製品の保管倉庫に対して、植物検疫の規則及び規準に従った

予防的な植物防疫的消毒を実施しない場合、輸入申請した検疫対象製品の保管倉庫に

関わる賃貸契約書。 

・学術研究、国家が実施する検査、ロシア連邦からの輸出用種子生産を目的とする種

子及び種苗を除いて、ロシア連邦領内で使用することが許されている品種改良成果の

国家登録簿（種子及び種苗のための）。 

4) 市民の身分証明書（パスポート）その他の申請者の身分を証明する書類（市民の場合）。  

7.  輸入検疫許可証発給申請書は、それが到着した日付をもってロシア農業監督庁またはロ

シア農業監督庁地方局により登録される。  

第 3 条 輸入検疫許可証の発給規定 

8. 輸入検疫許可証の発給または輸入検疫許可証の発給却下に関する決定は、申請書及びそ

れに添付した付属書類がロシア農業監督庁もしくはロシア農業監督庁地方局に到着した日より

30 暦日以内に行われる。 

9. ロシア農業監督庁地方局が作成した輸入検疫許可証は、登録番号を付与するためロシ

ア農業監督庁に送付される。 

ロシア農業監督庁の登録番号をもたない輸入検疫許可証は無効である。 

10. ロシア農業監督庁またはロシア農業監督庁地方局は、以下に挙げる理由が一つでも該

当する場合には、輸入検疫許可証の発給却下についての決定を行う権利を持つ。 

 ・輸入検疫許可証の発給に必要な書類が一つまたは複数提出されていない。 

・輸入検疫許可証の発給に必要な書類で、信頼できない、または虚偽の情報を提示した。 

・輸入検疫許可証の発給に必要な書類を不正確に作成し提出した。 

・申請された輸出国からロシア連邦領内への検疫対象製品の輸入を制限する一時的な植

物防疫的措置が、所定の手続により導入されている。 

    11. 輸入検疫許可証の発給または輸入検疫許可証の発給却下についての通知は、その

決定がなされた日より 3 業務日以内に行われる。しかしロシア農業監督庁もしくはロシア農業

監督庁地方局で申請書が登録された日から 30 日を超えてはならない。 

第 4 条輸入検疫許可証の有効期限 

12. 輸入検疫許可証は、本規定にしたがい、その発給の日から 12 ヶ月の期限で発給される。 

13. 申請された輸出国からロシア連邦領内への検疫対象製品の輸入を制限する一時的な

植物防疫的措置が所定の手続で導入された場合、発給された輸入検疫許可証の効力は一時停止さ

れる。輸入検疫許可証を発給したロシア農業監督庁またはロシア農業監督庁地方局は、申請者に
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対し、輸入検疫許可証の効力が一時停止された旨を通知する。以前に発給された輸入検疫許可証

の有効期限は、一時的制限の行われた期間分が延長される。しかし本規定 12 項に示した期限を

超えては延長されないものとする。 

14. 発給された輸入検疫許可証に定められた衛生植物検疫措置が実施されない場合、輸入

検疫許可証を発給したロシア農業監督庁またはロシア農業監督庁地方局は、輸入検疫許可証に定

められた衛生植物検疫措置が履行されるまで、輸入検疫許可証のその後の効力を一時停止する。 

15. 輸入検疫許可証の効力停止に関する決定は、ロシア農業監督庁またはロシア農業監督

庁地方局により、申請者及び輸入検疫許可証発給申請書に記載された検疫対象製品の国境検問所

が所在する地域を管轄するロシア農業監督庁地方局に通知される。 
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ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の輸入に対する連邦動植物

衛生監督庁による輸入検疫許可証の発給に関する業務規定に対する付属文書  

 
 ロシア農業監督庁またはロシア農業監督庁地方局行 

                                  ________________________________ 
                                      （ロシア連邦構成主体名） 

 
 

ロシア連邦領内への検疫対象製品（検疫対象資材、検疫対象貨物）の 
輸入に対する輸入検疫許可証発給申請書 

 
輸入業者及びその住所 _____________________________________________ 
受取人及びその住所 _______________________________________________ 
検疫対象製品の名称及びその数量（kg、t、立方 m、平方 m、m、個） 
________________________________________________________________ 
木材の種類（木材製品の場合）、寸法 _________________________________ 
植物の植物学的名称 _______________________________________________ 
個口及び梱包の詳細 _______________________________________________ 
貨物の識別記号（商標）_____________________________________________ 
輸出国 __________________________________________________________ 
貨物の積出国及び積出地 ____________________________________________ 
中継国 ___________________________________________________________ 
貨物積出に関する書類 ______________________________________________ 
輸入の目的 ______________________________________________________ 
貨物輸送の方法（自動車、海運、河川、空路、鉄道） 
ロシア連邦国境を通過する検問所名 ___________________________________ 
検問所への貨物到着予定日 ___________________________________________ 
配達地（二度目の検査地） ___________________________________________ 
荷受主の代表（氏名） 
連絡先電話番号、ファックス、電子メールアドレス ________________________ 
責任者          ______________________     _______________________ 
                         (署名)                (活字体の署名) 
 
公印 
200 年  月  日 
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２）国家検疫植物衛生検査の実施に関する連邦動植物衛生監督局行政規則（抄訳） 

 
目次 
I. 総則 
 
II. 国家機能遂行体制の要件 
 
III. 行政手続き 
3.2. ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の検査 
3.3. 貨物検査 
3.4. 貨物の検疫・植物衛生検査 
3.5. 国家検疫植物衛生検査証書の作成 
 
IV. 穀物およびその加工品、配合飼料およびこれを生産するための成分、ならびにこれらに

類似する穀物加工品について、その品質および安全の国家監督および管理の履行にかかわ

る国家機能遂行の過程でなされた（とられた）行為（怠慢）および決定についての不服申

し立て手続き 
 

I. 総則 

1.1. 国家検疫植物衛生検査の実施にかかわる国家機能は、連邦動植物衛生監督局の地域機関（以

下、連邦動植物衛生監督局地域本部）がこれを遂行する。 

1.2. 省略 

1.3. 国家検疫植物衛生検査の実施にかかわる国家機能（以下、国家機能）は、以下に従って遂行され

る。 

• 1995 年 2 月 17 日付連邦法第 16-FZ 号によって 1995 年 4 月 5 日に批准された、生物の多

様性に関する条約（以下、CBD）、リオデジャネイロ、1992 年 6 月 5 日。（条約公報、1996 年、

第 9 号、3～28 ページ。ロシア連邦法令集、1996 年 5 月 6 日、第 19 号、2254 ページ） 

• 「植物検疫分野における協力に関する」協定、モスクワ、1992 年 11 月 13 日（条約広報、1994

年、第 4 号、17～22 ページ、共同体、CIS 国家元首会議・政府首脳会議通報、1992 年、第 8

号、6～11 ページ） 

• 国際植物防疫条約（以下、IPPC）、1951 年、1997 年改正、ローマ 
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• 欧州・地中海植物防疫機構設立に関する条約（以下、EPPO）、パリ、1951 年 4 月 18 日、

1955 年 4 月 27 日付改訂（ソ連邦・外国国家間条約・協定集、XIX 号、モスクワ、1960 年、313

～321 ページ） 

• 1994 年 11 月 30 日付ロシア連邦民法典（第 1 部）、第 51-FZ 号（ロシア連邦法令集、1994

年 12 月 5 日、第 32 号、3301 ページ） 

• 1996 年 1 月 26 日付ロシア連邦民法典（第 2 部）、第 14-FZ 号（ロシア連邦法令集、1996 年

1 月 29 日、第 5 号、410 ページ） 

• 2000 年 1 月 2 日付「食品の品質と安全に関する」連邦法、第 29-FZ 号（ロシア連邦法令集、

2000 年、第 2 号、150 ページ；2002 年、第 1 号（第 1 部）、2 ページ；2003 年、第 2 号、167

ページ、第 27 号（第 1 部）、2700 ページ；2004 年、第 35 号、3607 ページ、2005 年、第 19

号、1752 ページ、第 50 号、5242 ページ；2006 年、第 1 号、Yu ページ、第 14 号、1458 ペ

ージ） 

• 2000 年 7 月 15 日付「植物検疫に関する」連邦法、第 99-FZ 号（ロシア連邦法令集、2000 年

7 月 17 日、第 29、3008 ページ） 

• 2001 年 8 月 8 日付「国家管理（監督）実施時における法人および個人事業主の権利保護に

関する」連邦法、第 134-FZ 号（ロシア連邦法令集、2001 年 8 月 13 日、第 33 号（第 I 部）、

3436 ページ） 

• 2001 年 12 月 30 日付ロシア連邦行政的違法行為法典、第 195-FZ 号（ロシア連邦法令集、

2002 年 1 月 7 日、第 1 号（第 1 部）、1 ページ） 

• 2007 年 5 月 2 日付「ロシア連邦市民による申請の審査に関する」連邦法、第 59-FZ 号（ロシア

連邦法令集、2006 年 5 月 8 日、第 19 号、2060 ページ） 

• 2004 年 4 月 8 日付ロシア連邦政府決定第 201 号「連邦動植物衛生監督局問題」（ロシア連邦

法令集、2004 年 4 月 12 日、第 15 号、1493 ページ） 

• 2004 年 6 月 30 日付「連邦動植物衛生監督局規程の承認に関する」ロシア連邦政府決定第

327 号（「ロシア新聞」、第 150 号、2004 年 7 月 15 日付） 

• 2003 年 6 月 18 日付「検疫対象貨物鉄道輸送規則の承認に関する」ロシア連邦鉄道省令第

36 号（「ロシア新聞」（特別号）、第 119/2 号、2003 年 6 月 20 日） 

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）:  

• ISPM No.1: 国際貿易に関連する植物検疫の原則、1995 年、ローマ 

• ISPM No.2: 病害虫危険度解析に関する指針、1996 年、ローマ 

• ISPM No.3: 外来性生物学的防除資材の輸入と放飼にかかわる取扱規約、1996 年、ローマ 

• ISPM No.4: 病害虫無発生地域の設定のための必要条件、1996 年、ローマ 

• ISPM No.5: 植物検疫用語集、2003 年、ローマ 

• ISPM No.6: サーベイランスのための指針、1997 年、ローマ 

• ISPM No.7: 輸出証明システム、1997 年、ローマ 
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• ISPM No.8: ある地域におけるペストステータスの決定、1998 年、ローマ 

• ISPM No.9: 病害虫根絶計画のための指針、1998 年、ローマ 

• ISPM No.10: 病害虫無発生生産地および病害虫無発生生産用地設定のための必要条件、

1999 年、ローマ 

• ISPM No.11: 環境危険度の解析を含む、検疫有害動植物のための病害虫危険度解析、

2003 年、ローマ 

• ISPM No.12: 植物検疫証明書に関する指針、2001 年、ローマ 

• ISPM No.13: 不適合の通告と緊急行動に関する指針、2001 年、ローマ 

• ISPM No.14: 病害虫危険度管理のためのシステムズアプローチにおける統合措置の活用、

2002 年、ローマ 

• ISPM No.15: 国際貿易における木材こん包材の規制に関する指針、2002 年、ローマ 

• ISPM No.16: 規制非検疫病害動植物：概念および適用、2002 年、ローマ 

• ISPM No.17: 病害虫報告、2002 年、ローマ 

• ISPM No.18: 植物検疫措置としての放射線照射の使用のための指針、2003 年、ローマ 

• ISPM No.19: 規制有害動植物リスト作成のための指針、2003 年、ローマ 

• ISPM No.20: 植物検疫による輸入規制制度のための指針、2004 年、ローマ 

• ISPM No.21: 規制非検疫動植物のための病害虫危険度解析、2004 年、ローマ 

• ISPM No.22: 病害虫低密度発生地域の確立のための必要条件、2005 年、ローマ 

• ISPM No.23: 検査の指針、2005 年、ローマ 

• ISPM No.24: 植物検疫措置の同等性の決定と認定に関する指針、2005 年、ローマ 

II. 国家機能遂行方法の基準（省略） 
 
III. 行政手続き 

3.1. 本手続きは、ロシア連邦国境検問所の特別に選定された場所で遂行される。これらの場所の配置

は所定の手続きによって決定される。 

3.2. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員とは、規制生産物が持ち込まれる地域を管轄する連邦

動植物衛生監督局地域機関の権限を付与された公務員である。 

3.3. ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の審査は、規制生産物のロットがロシア連邦国境検問

所に到着したとの通知を受けてから 1 時間以内に実施される。 

3.4. 本行政手続きの実行時間は、検査の際に運搬機関（貨物室、内部表面）、容器、包装に検疫病害

虫が発見された場合には、延長されることがある。 
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3.5. 行政手続き「ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の審査、ならびにロシア連邦への規制生

産物持ち込み許可の決定あるいはロシア連邦への規制生産物持ち込み拒否の決定の採択」は、次の

行政行動から成る。 

• 1） ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の検査 

• 2） 貨物検査 

• 3） 貨物の検疫・植物衛生検査 

• 4） 国家検疫植物衛生検査証書の作成 

3.6. 行政手続きの結果は、ロシア連邦への規制生産物持ち込み許可、あるいはロシア連邦への規制

生産物持ち込み禁止であり、これらは国家検疫植物衛生検査証書の形で取りまとめられる。国家検疫

植物衛生検査証書の書式は本規則付属書に定める。 

3.2 ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の検査 

3.2.1. ロシア連邦への規制生産物持込申告書類とは次の通りである。 

• 1） 輸出国の国家植物防疫機関（National Plant Protection Organization。以下、

NPPO）が規制生産物の各ロットについて交付する、植物検疫証明書（phytosanitary 

certificate）。 

• 2） 輸入検疫許可書の写し。ただし、当該規制生産物を持ち込むために輸入検疫許可書が必

要となる場合。 

• 3） 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）。 

3.2.2. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、本規則第 3.22.1 項に定められた書類がすべてあ

るかどうか検査する。 

3.2.3. 必要な書類がすべてある場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、国家検疫植物衛

生検査証書にしかるべく記載を行い、以下の検査を開始する。 

• 書類の真正 

• 書類の効力 

• 書類作成の正しさ 

• 植物検疫証明書に含まれるデータが輸入検疫許可書の必要条件に適合するかどうか 
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3.2.4. 本規則第 3.23.1 項に定められた必要な書類が欠落している事実が確認された場合、本行政手

続きの遂行に責任を負う公務員は、ロシア連邦領土への規制生産物の持ち込みに支障があることを、

税関当局の権限を付与された職員に通告する。 

3.2.5. 植物検疫証明書は次の場合に偽造されたとみなされる。 

• NPPO の認定を受けていないもの 

• 証明書を交付する NPPO が法的効力を付与していない用紙を用いて交付されたもの 

• NPPO が権限を付与していない者あるいは組織によって交付されたもの 

• 誤解を招く、あるいは虚偽のデータを含むもの 

3.2.6. 植物検疫証明書は次の場合に無効とされる。 

• 記入事項が判読しにくいもの 

• 作成が完了していないもの 

• 有効期間が満了したもの 

• 運搬機関の番号／名称がないもの 

• 真正であることが証明されていない訂正や追記があるもの 

• IPPC の必要条件に適合しない表現を用いているもの 

• 持ち込み禁制品を証明の対象とするもの 

• 原本の写しであって、真正であることが証明されていないもの 

3.2.7. 専門官は、以下を確認しつつ、書類の記入が正しいかどうか検査する。 

• 書類が、所定の場所に押印があって真正が証明されており、法令によって定められた公務員

の署名をはじめ、しかるべく署名が為されていること。 

• 書類が分かりやすい筆跡で記入されていること。 

• 個人の姓名および父称、居住地の記入が正式なものであること。 

• 書類の中に、こすり落として削除した箇所、書き加え、線を引いて抹消した箇所など、補足説明

が付されていない訂正がないこと。 

• 書類が鉛筆で記入されていないこと。 

• 書類が、その内容を明確に解釈することを妨げるほど重大な損傷を受けていないこと。 

3.2.8. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、植物検疫証明書および輸入検疫許可書を国境検

問所の紙媒体の登録簿および（あるいは）電子登録簿に定められた書式で登録する。 

植物検疫証明書および輸入検疫許可書が必要とされない規制生産物を持ち込む場合、本行政手続き

の遂行に責任を負う公務員は貨物に付属する書類を登録する。 
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3.2.9. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、書類検査の諸結果を国家検疫植物衛生検査証

書の該当欄に記入し、この証書に次の記載を行う。 

• ロシア連邦への規制生産物持込申告書類は、これに求められる必要条件に適合する、あるい

は 

• ロシア連邦への規制生産物持込申告書類は、これに求められる必要条件に適合しない。 

3.2.10. 書類が求められるすべての必要条件に適合する場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務

員は行政行動「貨物検査」に移る。 

3.2.11. 書類が求められる必要条件に適合しない場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、 

• 1）国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行い、 

• 2）規制生産物のロシアへの持ち込み拒否の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載し、署名

を付す。 

3.2.12. 規制生産物のロシアへの持ち込み拒否の旨が記載された国家検疫植物衛生検査証書は、税

関当局の権限を付与された公務員および荷主の権限を付与された代表に渡される。 

3.2.13. ロシア連邦への規制生産物持込申告書類の検査時間は全体で最大 20 分を超えてはならない 

3.3. 貨物検査 

3.3.1. 国家検疫植物衛生検査証書に、ロシア連邦への規制生産物の持ち込みを申告するために必要

とされる書類がすべて存在するとの記載、およびこれらの書類が求められる必要条件に適合するとの記

載があることは、貨物検査を開始する法的事由である。 

3.3.2. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、以下を行う。 

• 1）貨物の表面に検疫病害虫が存在するかどうかを確認するために、運搬機関、容器および包

装を開放しないで行う、貨物肉眼検査 

• 2）貨物の真正の検査（船積書類における貨物の記述の正確さおよび規制生産物が船積書類

における記述と一致するかどうかの検査） 

• 3）貨物の完全性の検査（生産物の封印、封ろう、包装の完全性の検査） 

3.3.3. 検疫病害虫が貨物の表面に存在しない事実、貨物が真正であり、完全である事実が確認された

場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を

行い、行政行動「貨物の検疫・植物衛生検査」に移る。 
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3.3.4. 検疫病害虫が貨物の表面に発見された場合および／あるいは貨物が真正および完全性の要

件に適合しない場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、 

• 1）国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行い、 

• 2）規制生産物のロシアへの持ち込み拒否の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載し、署名

を付す。 

3.3.5. 規制生産物のロシアへの持ち込み拒否の旨が記載された国家検疫植物衛生検査証書は、税

関当局の権限を付与された公務員および荷主の権限を付与された代表に渡される。 

3.3.6. 貨物検査の時間は全体で最大 1 時間を超えてはならない。 

3.4. 貨物の検疫・植物衛生検査 

3.4.1. 国家検疫植物衛生検査証書に、検疫病害虫が貨物の表面に存在せず、貨物が真正であり、完

全であるとの記載があることは、貨物の検疫・植物衛生検査を開始する法的事由である。 

3.4.2. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、以下を行う。 

• 1）運搬機関および輸送用装置（以下、運搬機関）の検査 

• 2）容器および固定用木材をはじめとする包装材料の検査 

• 3） 規制生産物の検査 

3.4.3. 運搬機関の検査は、運搬機関（貨物室、内部表面）に検疫病害虫が存在する（しない）事実を確

認するために、本規則第 3.25.4～3.25.7 項によって定められた各種運搬機関の検査のそれぞれの特

徴を勘案し、次の順序で行われる。 

• 1）運搬機関全体の外観検査 

• 2）規制生産物が置かれている貨物室、容器および包装の検査 

• 3）貨物室内部表面の検査（運搬機関の荷降ろしが完了次第） 

3.4.4. 海洋（河川）船舶検査の順序 

• 1）船楼、露天甲板の検査。 

• 2）船倉検査 

• 3）植物起源の食料品を貯蔵する部屋の検査 

• 4）各船室の検査 

海洋（河川）船舶検査の時間は最大で 2 時間とする。 
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3.4.5. 航空機検査の順序 

• 1）各客席の検査 

• 2）手荷物室検査。 

• 3）植物起源の機内食を保管する配膳室の検査 

航空機検査の時間は最大で 1 時間とする。 

3.4.6. 鉄道列車一単位の検査の順序 

• 1）無蓋貨車およびその他の鉄道輸送機関を含む、貨物列車各車両の検査 

• 2）各客車の検査 

• 3）荷物車検査  

鉄道輸送機関一単位の検査の時間は最大で 20 分とする。 

3.4.7. 自動車検査の順序 

• 1）運転席検査 

• 2）各客席の検査 

• 3）各荷物（貨物）室の検査 

自動車検査の時間は最大で 1 時間とする。 

3.4.8. 検疫病害虫が運搬機関（貨物室、内部表面）に存在しない事実が確認された場合、本行政手続

きの遂行に責任を負う公務員は、国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行い、容器および固

定用木材をはじめとする包装材料の検査に移る。 

3.4.9. 検疫病害虫が貨物の表面に発見された場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、 

• 1）国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行い、 

• 2）規制生産物のロシアへの持ち込み拒否の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載し、署名

を付す。 

3.4.10. 容器および固定用木材をはじめとする包装材料の検査は、それらが完全性の条件およびロシ

ア連邦への規制生産物の持ち込みの条件に適合する事実を確認するために行われる。 

3.4.11. 検査の対象となる木材包装材料は、木材包装材料加工適合専用マークが施されていなけれ

ばならない。 
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3.4.12. 容器および固定用木材をはじめとする包装材料が完全性の条件およびロシア連邦への規制

生産物の持ち込みの条件に適合する事実が確認された場合、本行政手続きの遂行に責任を負う公務

員は、国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行う。 

3.4.13. 容器および固定用木材をはじめとする包装材料が完全性の条件および輸入検疫許可書に含

まれるロシア連邦への規制生産物の持ち込みの条件に適合しない事実が確認された場合、権限を付

与された公務員は、 

• 1）国家検疫植物衛生検査証書にしかるべき記載を行い、 

• 2）規制生産物のロシアへの持ち込み禁止の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載して署名

を付し、 

• 3）規制生産物の検査を行うとの決定を下す。 

3.4.14. 容器および固定用木材をはじめとする包装材料の検査の時間は最大で 15 分とする。 

3.4.15. 規制生産物の検査は、運搬機関（貨物室、内部表面）、容器、包装材料の検査の際に検疫病

害虫が発見された場合に、行われる。 

3.4.16. 規制生産物の検査は、運搬機関の検査と同時に行うことができる。 

3.4.17. 規制生産物検査の実施ための貨物の開放は、税関当局の権限を付与された公務員、荷主の

権限を付与された代表の立会いの下で、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員がこれを行う。 

3.4.18. 規制生産物の検査は次の順序で行われる。 

• 鑑定サンプルの選定 

• 鑑定のためのサンプル送付 

• 連邦動植物衛生監督局管轄下の機関における規制生産物の鑑定 

• 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員による鑑定書の受領 

3.4.19. 鑑定サンプルの選定、鑑定のためのサンプル送付および規制生産物の鑑定は、所定の手順

を経て承認された連邦動植物衛生監督局の方法によって行われる。 

3.4.20. 鑑定サンプルの選定、鑑定のためのサンプル送付は、本行政手続きの遂行に責任を負う公務

員がこれを行う。 

鑑定サンプルの選定は、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員によってサンプリング証書に記録さ

れる。なお、サンプリング証書は本規則付属書第 6 号に定められた書式で 2 通作成される。 
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サンプル選定および鑑定のためのサンプル送付の時間は最大で 10 分とする。 

3.4.21. 規制生産物の検疫・植物衛生状態の確定結果に基づいて、本行政手続きの遂行に責任を負

う公務員は、国家検疫植物衛生検査証書に規制生産物の植物衛生状態について記載を行う。 

3.5. 国家検疫植物衛生検査証書の作成 

3.5.1. 国家検疫植物衛生検査証書の作成は、本行政手続きの遂行に責任を負う公務員によって、本

行政手続きの全期間にわたって、行政行動の実施に伴って、行われる。 

3.5.2. 国家検疫植物衛生検査証書は 3 通作成される。 

3.5.3. 規制生産物が検疫・植物衛生の必要条件に適合する場合、本行政手続きの遂行に責任を負う

公務員は、 

• 1）ロシア連邦への規制生産物の持ち込み許可の決定を下し、 

• 2）規制生産物のロシアへの持ち込み許可の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載して署名

を付し、 

• 3）植物検疫証明書および船積書類に所定の型の公印を押す。 

3.5.4. 国家検疫植物衛生検査の結果、違反が明らかになった場合、本行政手続きの遂行に責任を負

う公務員は、 

• 1） 規制生産物のロシアへの持ち込み禁止の決定を下し、 

• 2） 規制生産物のロシアへの持ち込み禁止の旨を国家検疫植物衛生検査証書に記載して署

名を付す。 

3.5.5. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、一通目の国家検疫植物衛生検査証書を受領証と

引き換えに荷主の権限を付与された代表に渡す。 

3.5.6. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、国家検疫植物衛生検査証書交付簿に記載を行

う。 

交付簿には以下が記載される。 

• 荷主の権限を付与された代表の姓名と父称 

• 荷主–組織の名前 

• 規制生産物の名称（品名表に基づいて） 

• 国家検疫植物衛生検査証書の法定必要記載事項 
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• 国家検疫植物衛生検査証書交付日時（分単位の正確さで） 

交付簿記載の時間は最大で 5 分とする。 

3.5.7. 本行政手続きの遂行に責任を負う公務員は、2 通目の国家検疫植物衛生検査証書を税関当局

に渡す。 

3.5.8. 3 通目の国家検疫植物衛生検査証書は、次の書類と共に本行政手続きの遂行に責任を負う公

務員によって一件書類として取りまとめられ、規制生産物の持ち込みが行われた地域を所管する連邦

動植物衛生監督局地域本部の部課で保管される。鑑定サンプリング証書、実施された鑑定の鑑定書、

荷主の権限を付与された代表および植物衛生検査機関の公務員の釈明書および本行政手続きに関

連するその他の文書あるいはそれらの写し。 

 
IV. 穀物およびその加工品、配合飼料およびこれを生産するための成分、ならびにこれらに類似する

穀物加工品について、その品質および安全の国家監督および管理の履行にかかわる国家機能遂行の

過程でなされた（とられた）行為（怠慢）および決定についての不服申し立て手続き（以下、全文省略） 
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３）植物防疫検査を受ける商品一覧表について 

 
2006 年 12 月 14 日付書簡 N-06-73/44165 号 

 

目次 
第 1 章 2006 年 12 月 14 日付書簡 N-06-73/44165 号「植物防疫検査を受ける商品一覧表に

ついて」 
第 2 章 植物防疫検査を受ける商品一覧表 

 

 
 

第 1 章 2006 年 12 月 14 日付書簡 N-06-73/44165 号「植物防疫検査を受ける商品一覧表に

ついて」 

 

2006 年 11 月 27 日付ロシア連邦政府令第 718 号「対外経済活動を行う際に適用されるロ

シア連邦の関税率及び商品一覧表について」が 2007 年 1 月 1 日に発効したことに関連して、植

物防疫検査を受ける商品一覧表を業務において利用するために送付する。 

2003 年 4 月 7 日付ロシア国家関税委員会書簡 N 07-61/14792 号「ロシア連邦対外経済活

動商品一覧表コード番号の変更について」、2004 年 6 月 22 日付 N 07-61/22835 号「検疫対象

製品、貨物、資材一覧表への追加」は無効とする。 

 

 
関税庁商品一覧貿易制限総局 

第一副局長 

少将 

A.M.マクシモフ 
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付属文書 
承認 

動植物衛生監督庁次官 

E.A. ネポクロノフ  

2006 年 12 月 11 日 

 

合意済 

連邦関税庁次官 

T.N. ゴレンデエヴァ 

2006 年 12 月 11 日 

 

 

植物防疫対象品目リスト（下記、食品と花きに関する部分を抜粋） 
 

商品名称 ロシア対外経済活動商品一覧表 
コード番号 

植物検疫上のリスクが高い商品 

その他の生きた植物（その根を含む）、 

接ぎ穂及び取木された茎（根） 
0602 
(0602 90 100 0 以外) 

ブーケを作るのに適した、または装飾用に適した切花及び切り

取った蕾で生鮮のもの 
0603 11 000 0 -      

0603 19 800 0 

ブーケを作るのに適した、または装飾用に適した切花及び切り

取った蕾で乾燥させたもの、ただし彩色したもの、漂白したも

の、液を浸み込ませたもの、その他の方法で作られたものを除

く 

0603 90 000 0 の一部 

ジャガイモ、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0701 

トマト、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0702 00 000 

タマネギ、シャロット、ニンニク、リーキその他の鱗茎をもつ

野菜、生鮮のものまたは冷蔵したもの 
0703 

キャベツ、カリフラワー、コールラビ、コラード及びアブラナ

属の同様の食用野菜、生鮮のものまたは冷蔵したもの、ケール

を含む 

0704 

レタス（Lactuca sativa）及びチコリ（Cichorium spp.）、生鮮

のものまたは冷蔵したもの 
0705 

ニンジン、カブ、食用ビート、セイヨウゴボウ、根セロリ、ラ

ディッシュその他の同様の根菜、生鮮のものまたは冷蔵したも

0706 
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の 

キュウリ、コルニション、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0707 00 

豆類、さやを剥いたものまたは剥いてないもの、生鮮のものま

たは冷蔵したもの 
0708 

その他の野菜、生鮮のものまたは冷蔵したもの 0709 

播種用に交配したスィートコーン 0712 90 110 0 

豆類、乾燥したもの、さやを剥いたもの、種の皮を剥いたもの

または剥いてないもの、砕いたものまたは砕いてないもの 
0713 

食用のカッサバ、正味重量 28kg 以下で一次包装のもの、生鮮の

もの 

0714 10 910 0 の一部 

スィートポテトまたはサツマイモ、生鮮のもの、丸ごと食用に

するもの 
0714 20 100 0 

食用で澱粉を多く含むクズウコン、サレップ及び同様の根菜、

塊茎類、正味重量 28kg 以下で一次包装のもの、生鮮のもの 

0714 90 110 0 の一部 

ヤシの実、ブラジルナッツ及びカシューナッツ、生鮮のものま

たは乾燥したもの、殻を剥いたものまたは剥いてないもの、皮

のついたものまたはついてないもの、ただし小売用に小分けに

包装したもの、またはアルミホイルをかぶせたもの、その他の

真空包装したものを除く 

0801 の一部 

その他の堅果類、生鮮のものまたは乾燥したもの、殻を剥いた

ものまたは剥いてないもの、皮のついたものまたはついてない

もの、ただし小売用に小分けに包装したもの、またはアルミホ

イルをかぶせたもの、その他の真空包装したものを除く 

0802 の一部 

プランタインを含むバナナ、生鮮のものまたは乾燥したもの（た

だし乾燥させて小売用に小分けして包装したもの、またはアル

ミホイルをかぶせたもの、その他の真空包装したものを除く） 

0803 00 の一部 

タツメヤシ、イチジク、パイナップル、アヴォガド、グアバ、

マンゴ、マンゴスチンまたはガルシニア、生鮮のものまたは乾

燥したもの（ただし乾燥させて小売用に小分けして包装したも

の、またはアルミホイルをかぶせたもの、その他の真空包装し

たものを除く） 

0804 の一部 

柑橘類の実、生鮮のものまたは乾燥したもの（ただし乾燥させ

て小売用に小分けして包装したもの、またはアルミホイルをか

ぶせたもの、その他の真空包装したものを除く） 

0805 の一部 

ブドウ、生鮮のものまたは乾燥したもの（ただし乾燥させて小

売用に小分けして包装したもの、またはアルミホイルをかぶせ

0806 の一部 
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たもの、その他の真空包装したものを除く） 

メロン（スイカを含む）及びパパイヤ、生鮮のもの 0807 

りんご、セイヨウナシ、マルメロ、生鮮のもの 0808 

アンズ、サクランボ、オウトウ、モモ（ネクタリンを含む）、プ

ラム及びリンボク、生鮮のもの 
0809 

その他の果物、生鮮のもの 0810 
(0810 60 000 0 以外) 

商品コード 0801 – 0806 の果実、混合した堅果類またはこのグ

ループの乾燥果実を除く乾燥果物（ただし乾燥させて小売用に

小分けして包装したもの、またはアルミホイルをかぶせたもの、

その他の真空包装したものを除く） 

0813 の一部 

焙煎してないコーヒー、カフェインのあるものまたはカフェイ

ンのないもの、ただし小売用に小分けして真空包装したものを

除く 

0901 11 000 の一部 

0901 12 000 の一部 

小麦及びメスリン 1001 

ライ麦 1002 00 000 0 

オオムギ 1003 00 

エンバク 1004 00 000 0 

トウモロコシ 1005 

米 1006 

穀物用モロコシ 1007 00 

ソバ、キビ、クサヨシの種子、その他の穀物 1008 

小麦粉または小麦とライ麦の混合粉 1101 00 

その他の穀物による穀物粉、ただし小麦粉または小麦とライ麦

の混合粉を除く 
1102 
(1102 90 900 1 以外) 

イネ科の穀物を脱穀したもの及びその荒挽き粉 1103 の一部 

商品コード 1006 の米を除くその他の方法で加工したイネ科の

穀物（例えば皮を剥いたもの、押して¦平らにしたもの、シリア

ル食品に加工したもの、ひきわりにしたものまたは細かく砕い

たもの）、イネ科の穀物の胚芽、そのままのもの、シリアル食品

の形に押して平らにしたもの、または挽いたもの 

1104 

商品コード 0713 の乾燥豆類から作った極細挽き粉、荒挽き粉、

粉末 
1106 10 000 0 

麦芽、軽く焼いたもの、またはそうでないもの 1107 

大豆、細かく砕いたもの、またはそうでないもの 1201 00 
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ピーナツ、焼いてないもの、または何らかのその他の方法で加

工されてないもの、殻をとったもの、またはとってないもの、

細かく砕いたもの、またはそうでないもの 

1202 

コプラ 1203 00 000 0 

アマの種子、細かく砕いたもの、またはそうでないもの 1204 00 

セイヨウアブラナまたは春蒔きのセイヨウアブラナの種子、細

かく砕いたもの、またはそうでないもの 
1205 
(1205 10 900 0 以外) 

ヒマワリの種子、細かく砕いたもの、またはそうでないもの 1206 00 
(1206 00 910 0 以外) 

その他の採油作物の種子及び実、細かく砕いたもの、またはそ

うでないもの 
1207 

採油作物の種子または実から作った極細挽き粉及び荒挽き粉、

ただしカラシの種子を除く 
1208 

サトウダイコン 1212 91 

種子を含むイナゴマメの実 1212 99 300 0 - 

1212 99 490 0 

アンズ、モモ（ネクタリンを含む）またはプラムの種及びその

核、Cichorium intybus sativum 属チコリの根 

1212 99 700 0 の一部 

スェーデンカブ、マンゴルド、飼料用根菜、干草、ウマゴヤシ、

クローバ、イガマメ、飼料用キャベツ、ハウチワマメ、カラス

ノエンドウ及び同様の飼料用作物、顆粒状になってないもの 

1214 の一部 

カカオ豆、豆そのままのもの、または細かく砕いたもの、生豆

または焼いたもの 
1801 00 000 0 

食用にするため極細に、または荒く挽いた魚粉、ただし顆粒状

のものは除く 

0305 10 000 0 の一部 

乾燥タマネギ、丸ごとのもの、塊に切ったもの、小さく切った

もの、みじん切りにしたもの、または粉末状になったもの、た

だしそれ以上の加工は必要としないもの 

0712 20 000 0 

乾燥キノコ、丸ごとのもの、塊に切ったもの、小さく切ったも

の、みじん切りにしたもの、または粉末状になったもの、ただ

しそれ以上の加工は必要としないもの 

0712 31 000 0 

0712 32 000 0  

0712 33 000 0  

0712 39 000 0 

その他の野菜類、乾燥したミックス野菜、丸ごとのもの、塊に

切ったもの、小さく切ったもの、みじん切りにしたもの、また

は粉末状になったもの、ただしそれ以上の加工は必要としない

もの 

0712 90 
( 0712 90 110 0 以外) 
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カフェインのある焙煎したコーヒー、ただし小売用に小分けに

包装して真空包装にしたものを除く 

0901 21 000 の一部 

カフェインのない焙煎したコーヒー、ただし小売用に小分けに

包装して真空包装にしたものを除く 

0901 22 000 の一部 

コーヒーの外皮及びコーヒーの豆粒の外殻 0901 90 100 0 

緑茶（発酵させてない）、一次包装で正味重量 3kg 以下のもの、

ただし小売用に小分けに包装したものを除く 

0902 10 000 の一部 

その他の緑茶（発酵させてない） 0902 20 000 0 

紅茶（発酵させた）及び部分発酵の紅茶、一次包装で正味重量

3kg 以下のもの、ただし小売用に小分けに包装したものを除く 

0902 30 000 の一部 

その他の紅茶（発酵させた）及び部分発酵の紅茶 0902 40 000 0 

マテ茶またはパラグアイの茶、ただし小売用に小分けに包装し

たものを除く 

0903 00 000 0 の一部 

香辛料、ただし小売用に小分けに包装したものを除く 0904 – 0910 の一部 

ジャガイモから作られた極細挽きの粉、荒挽きの粉粉末、フレ

ーク 

1105 の一部 

ホップの球果、細かく砕いてないもの、粉末状でないもの、顆

粒状でないもの 
1210 10 000 0 

未精製の甘藷糖 1701 11 100 

未精製のビート糖 1701 12 100 

タピオカ、ただし顆粒状のものを除く 1903 00 000 0 の一部 

混合調味料、ただし小売用に小分け包装したものを除く 2103 90 900 9 の一部 

タンパク質補助食品及び繊維化したタンパク質 2106 10 

肉または臓物類から作った極細挽きの粉及び荒挽きの粉、ただ

し顆粒状のもの及び脂をとった後のかすを除く 

2301 10 000 0 の一部 

魚または甲殻類、貝類その他の水中の無脊椎動物から作った極

細挽きの粉及び荒挽きの粉、ただし顆粒状のものを除く 

2301 20 000 0 の一部 

ドングリ及びセイヨウトチノキの実 2308 00 400 0 の一部 

 
※ 上記製品以外に、以下のものが植物防疫の対象となる。 

 
・ ロシア連邦の国境を越える輸送機関 

・ 木造り包装（TN VED Code＃4415） 
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４）植物検疫の必要書類リスト 

 
2006 年 11 月 27 日付政府決定 No.718 

 
植物検疫証明書がかかる品目 

 

必要な書類 

品名 HS Code 

検
疫
検
査
対
象
と
な
る
製
品

の
輸
入
許
可 

植
物
証
明
書(

輸
出
国
植
物
検

疫
所
に
発
行
さ
れ
た)/ 

検
疫

証
明
書 

植
物
検
疫
検
査
証
明
書 

植物衛生上リスクの高い品 

科学目的で利用される生きているダニ 0106 90 001 0  必要   必要   必要  

生きている虫 0106 90 009  必要   必要   必要  

乾燥された虫 0511 99 809 9  必要   必要   必要  

球根、塊茎作物、塊根、球茎、根茎(広がって

いるもの、休眠状態、植物状態、開花状態の

もの)；キクニガナ(1212 カテゴリーの食品を

除く) 

0601  必要   必要   必要  

生きている植物その他(根を含めて)、挿し木、

接ぎ穂、キノコ菌糸体 
0602 (0602 90 
100 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

花束・飾り用の切り花、花芽：生鮮 0603 11 000 0 - 
0603 19 800 0 

 必要   必要   必要  

花束・装飾用の切り花、花芽：乾燥したもの

（着色したもの、白くした等の加工品を除く） 
0603 90 000 0  必要   必要   必要  

クリスマス・ツリー 0604 91 200 0  必要   必要   必要  

針葉樹の枝 0604 91 400 0  必要   必要   必要  

花束・装飾用の、花・花芽なしの葉、枝など

植物部分、草：生鮮、乾燥したもの(それ以外

0604 91 900 0 
0604 99 100 0 

 必要   必要   必要  
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に加工されていないもの) 

生鮮・冷蔵ジャガイモ 0701  必要   必要   必要  

生鮮・冷蔵トマト 0702 00 000  必要   必要   必要  

タマネギ, エシャロット, 葫, 西洋ニラネギ等

の球根植物、生鮮・冷蔵 
0703  必要   必要   必要  

芽キャベツ、カリフラワー、コールラビ, ケー

ル（Brassica oleracea var. Acephala）等のア

ブラナ科（Brassica）に属する生鮮・冷蔵野

菜 

0704  必要   必要   必要  

レ タ ス (Lactuca sativa) と キク ニガ ナ 属

(Cichorium sрр.)： 生鮮・冷蔵のもの 
0705  必要   必要   必要  

人参、カブ, ビート, バラモンジン, 根用セロ

リー、ラディッシュ等の食用の根菜作物：生

鮮・冷蔵のもの 

0706  必要   必要   必要  

キュウリ、ルニッション：生鮮・冷蔵 0707 00  必要   必要   必要  

マメ科属野菜, 皮なし・皮付き：生鮮・冷蔵 0708  必要   必要   必要  

その他野菜：生鮮・冷蔵 0709  必要   必要   必要  

播種用交配種スイート・コーン 0712 90 110 0  必要   必要   必要  

マメ科の乾燥野菜、皮なし、種皮付き、種皮

なし、スプリットピー 
0713  必要   必要   必要  

オリジナル・パックに入った食べられるキャ

ッサバ：28 キロを超えないもの。 
0714 10 910 0  必要   必要   必要  

食べられるサツマイモ：新鮮、切られていな

いもの 
0714 20 100 0  必要   必要   必要  

食べられるマランタ, サレップ等のでんぷん

含量が高い根菜と塊茎植物：オリジナル・パ

ックに入れた 28 キロを超えないもの。 

0714 90 110 0  必要   必要   必要  

ココナツの実、ブラジルナッツ（Bertholletia 
excelsa）、カシューナッツ：生鮮、乾燥した、

殻のついているもの・ついていないもの 

0801  必要   必要   必要  

ナッツその他：生鮮、乾燥した、殻のついて

いるもの・いないもの 
0802  必要   必要   必要  

バナナ：生鮮、乾燥したもの(乾燥され、小売 0803 00  必要   必要   必要  
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包装、真空包装されたものを除く) 

ナツメヤシ, イチジク, パイナップル、アボカ

ド、グアバ、マンゴー・マンゴスチン：生鮮、

乾燥したもの（小売包装、真空包装されたも

のを除く) 

0804  必要   必要   必要  

かんきつ類：生鮮、乾燥 (乾燥され、小売包

装、真空包装されたものを除く) 
0805  必要   必要   必要  

葡萄:生鮮、乾燥した(乾燥され、小売包装、真

空包装されたものを除く) 
0806  必要   必要   必要  

メロン(スイカを含む)、パパイア:生鮮 0807  必要   必要   必要  

リンゴ、梨、マルメロ：生鮮 0808  必要   必要   必要  

アプリコット、サクランボ、オウトウ（Prunus 
avium）、桃(ネクタリンを含む)、西洋スモモ、

プリナス・スピノーザ（Prunus Spinosa）：生

鮮 

0809  必要   必要   必要  

その他の生鮮な果物 0810 (0810 60 
000 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

0801－0806 カテゴリーの食品を除く、乾燥し

た果物、ナッツと乾燥果物の混合物(小売包装、

真空包装されたものを除く) 

0813  必要   必要   必要  

炒っていないコーヒー豆（カフェイン有り・

無し；小売用に真空包装されたものを除く） 
0901 11 000 
0901 12 000 

 必要   必要   必要  

小麦 1001  必要   必要   必要  

ライ麦 1002 00 000 0  必要   必要   必要  

オオムギ 1003 00  必要   必要   必要  

オートムギ 1004 00 000 0  必要   必要   必要  

トウモロコシ 1005  必要   必要   必要  

米 1006  必要   必要   必要  

アズキモロコシ 1007 00  必要   必要   必要  

ソバの実, キビ、クサヨシ等の穀物 1008  必要   必要   必要  

小麦粉、ライ・小麦粉 1101 00  必要   必要   必要  
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小麦粉、ライ・小麦粉以外の粉末 1102 (1102 90 
900 1 を除く) 

 必要   必要   必要  

硬質粉末、粗粉 1103  必要   必要   必要  

加工された穀類(1006 カテゴリーの米を除

く)、穀物粒とその加工品 
1104  必要   必要   必要  

きめの細かい、きめの粗い小麦粉、0713 カテ

ゴリーの豆で作った大豆粉末 
1106 10 000 0  必要   必要   必要  

麦芽、色麦芽 1107  必要   必要   必要  

大豆、粉砕大豆 1201 00  必要   必要   必要  

炒っていないピーナッツ：殻をむいた、むい

ていない、挽いた、挽いていない 
1202  必要   必要   必要  

パーム核 1203 00 000 0  必要   必要   必要  

亜麻仁：挽いた、挽いていない 1204 00  必要   必要   必要  

菜種：挽いた、挽いていない 1205 (1205 10 
900 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

ひまわりの種：挽いた、挽いていない 1206 00 (1206 
00 910 0 を除

く) 

 必要   必要   必要  

油料穀物の種と実：挽いた、挽いていない 1207  必要   必要   必要  

カラシの種子以外の油料穀物の種と実から作

ったきめの細かい、きめの粗い粉末 
1208  必要   必要   必要  

栽植用の種、胞子、実 1209 (1209 29 
600 0, 1209 29 
800 0, 1209 91 
100 0, 1209 99 
910 0, 1209 99 
990 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

香水産業、殺虫作用、製薬学的用の植物とそ

の部分(種と実を含む)：生鮮、乾燥したもの、

加工されている、されていないもの 

1211 (1211 30 
000 0, 1211 40 
000 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

ビート 1212 91  必要   必要   必要  

イナゴマメ 1212 99 300 0 - 
1212 99 490 0 

 必要   必要   必要  

杏仁、桃仁、梅の種、チコリの根 1212 99 700 0  必要   必要   必要  
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わら、もみ殻 1213 00 000 0  必要   必要   必要  

カブ、ビーツ、動物飼料用の根菜、干し草、

ウマゴヤシ、クローバー, イガマメ,キャベツ

等の動物飼料 

1214  必要   必要   必要  

カカオ豆、加工されたカカオ豆 1801 00 000 0  必要   必要   必要  

カカオ副産物 1802 00 000 0  必要   必要   必要  

穀物・豆加工時にできるふすま等の副産物 2302  必要   必要   必要  

大豆かすなどの大豆油作りの副産物 2304 00 000  必要   必要   必要  

ピーナッツ油作り時にできる副産物 2305 00 000 0  必要   必要   必要  

その他の油作りの副産物 (2304，2305 カテ

ゴリー以外) 
2306 ( 2306 49 
000 0 を除く) 

 必要   必要   必要  

油を 49%以上に入っている動物飼料 2309 90 950 0  必要   必要   必要  

動物飼料、その他 2309 90 990 0  必要   必要   必要  

科学研究用の土壌、底土 2530 90 980 0  必要   必要   必要  

泥炭 2703 00 000 0  必要   必要   必要  

科学研究専用の生きているバクテリア、ウイ

ルス 
3002 90 500 0 
3002 90 900 0 

 必要   必要   必要  

肥料 3101 00 000 0  必要   必要   必要  

薪 4401 10 000 
4401 21 000 0 
4401 22 000 0 
4401 30 

 必要   必要   必要  

未加工板 4403 (4403 10 
000 を除く) 

 必要   必要   必要  

熱処理を受けていない材木加工品 4404  必要   必要   必要  

樹皮 1404 90 000 0  
4401 30 900 0 

 必要   必要   必要  

木製枕木 4406 10 000 0  必要   必要   必要  

材木加工品 4407  必要   必要   必要  

ひき立て材 4409  必要   必要   必要  
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商品である包装資材容器 4415  必要   必要   必要  

建築用材（コンクリート施工時に使われるも

の） 
4418 40 000 0  必要   必要   必要  

動物学・植物学的な植物学的な収集 9705 00 000 0  必要   必要   必要  

植物検疫の危険率の低い商品 

 食べられる魚粉・顆粒にした魚 0305 10 000 0 х х  必要  

羽毛の副産物 0505 90 000 0 х х  必要  

加工された骨の副産物 0506 90 000 0 х х  必要  

玉葱：加工されていないもの、乾燥したもの、

切ったもの、粉末にしたもの(それ以外に加工

されていないもの) 

0712 20 000 0 х х  必要  

キノコ：加工されていないもの、乾燥した、

切った、粉末にしたもの(それ以外に加工され

ていないもの) 

0712 31 000 0 
0712 32 000 0 
0712 33 000 0 
0712 39 000 0 

х х  必要  

野菜その他；乾燥した野菜の盛り合わせ、切

った野菜、粉末にしたもの(それ以外に加工さ

れていないもの) 

0712 90 (0712 
90 110 0 を除

く) 

х х  必要  

カフェイン有りの炒ったコーヒー豆（小売用、

真空包装にしたものを除く） 
0901 21 000 х х  必要  

カフェイン無しの炒ったコーヒー豆（小売用、

真空包装にしたものを除く） 
0901 22 000 х х  必要  

コーヒー豆の殻 0901 90 100 0 х х  必要  

お茶（発酵させてないもの）：3 キロに過ぎな

いパックに入っているもの(小売包装されたも

のを除く) 

0902 10 000 х х  必要  

お茶その他（発酵させてないもの） 0902 20 000 0 х х  必要  

紅茶（発酵させた）、部分的に発酵した茶：3
キロに過ぎないパックに入っているもの(小売

包装されたものを除く) 

0902 30 000 х х  必要  

紅茶（発酵させた）、部分的に発酵した茶その

他 
0902 40 000 0 х х  必要  

マテ(小売包装されたものを除く) 0903 00 000 0 х х  必要  



 162 

薬味(小売包装されたものを除く) 0904 - 0910 х х  必要  

きめの細かい、きめの粗い粉末 1105 х х  必要  

加工されていないホップ 1210 10 000 0 х х  必要  

編むのに使われる植物系の材料(加工されたも

のを除く) 
1401 х х  必要  

繰綿 1404 20 000 0 х х  必要  

詰め物に使用されている植物系の材料 1404 90 000 0 х х  必要  

ブラッシュなどに使われる植物系の材料 1404 90 000 0 х х  必要  

染色、黒化に使用される植物系の材料 1404 90 000 0 х х  必要  

甘蔗糖 1701 11 100  必要   必要   必要  

甜菜糖 1701 12 100  必要   必要   必要  

タピオカ（粒状のものを除く） 1903 00 000 0 х х  必要  

スパイスの盛り合わせ(小売包装されたものを

除く) 
2103 90 900 9 х х  必要  

タンパク質濃縮物 2106 10  必要   必要   必要  

肉、肉加工品（粒状のものと脂肪かすを除く）

で作ったきめの細かい、きめの粗い粉末 
2301 10 000 0 х х  必要  

魚、甲殻類、貝など水棲無脊椎動物で作った 
きめの細かい、きめの粗い粉末 （粒状のも

のを除く） 

2301 20 000 0 х х  必要  

ドングリ、トチノキ 2308 00 400 0 х х  必要  

動物餌用タンパク質・ビタミン濃縮物 2309  必要   必要   必要  

タバコ原料、タバコ生産廃棄物 2401  必要   必要   必要  

全種類の天然砂：染めたもの、染めていないもの(26カテ

ゴリーに入っている金属砂を除く) 
2505 х х  必要  

小石、砂利、野石 2517 10 100 0 х х  必要  

ヘンナ、バスマ(小売包装されたものを除く) 3203 00 х х  必要  

大豆分離株 3504 00 000 0 х х  必要  
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牛、バッファロー、ウマ科、ヒツジ、子羊などの生皮 4101, 
4102,4103 

х х  必要  

羽目板などの縦に切った材木 4408 х х  必要  

樽、盥、桶などの入れ物、その木作りの部分 4416 00 000 0 х х  必要  

窓、ベランダのドア、窓枠(染めたもの、ラッカー塗装、

消毒されたもの、熱処理されたものを除く) 
4418 10 х х  必要  

ドア、ドアの枠組み、敷居(染めたもの、ラッ

カー塗装、消毒されたもの、熱処理されたも

のを除く) 

4418 20 х х  必要  

こけら板、木摺 4418 50 000 0 х х  必要  

コルク(加工されていない) 4501 10 000 0 х х  必要  

編んだもの(染めたもの、ラッカー塗装、のり

で接着されたものを除く) 
4601 х х  必要  

かご細工 4602 х х  必要  

段ボール紙 4808 10 000 0 х х  必要  

段ボール箱 4819 10 000 0 х х  必要  

カイコの繭（繰り出せるもの） 5001 00 000 0 х х  必要  

シルク廃棄物(繰り出せない繭など) 5003 00 000 0 х х  必要  

剪毛したウール 5101 11 000 0 х х  必要  

獣毛 5102 х х  必要  

短毛 5103 10 100 0 х х  必要  

綿繊維 5201 00 х х  必要  

綿繊維の廃棄物 5202 х х  必要  

加工されていない亜麻；紡いだ亜麻以外の加

工された亜麻；亜麻加工の廃棄物 
5301 х х  必要  

大麻(Cannabis sativa L.)(加工されている・さ

れていないもの) 
5302 х х  必要  

ジュート繊維などの靱皮繊維 5303 х х  必要  

ココナツ繊維, アバカ繊維などの織物繊維 5305 00 000 0 х х  必要  
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５）2006～2009 年度の牛肉、豚肉、家禽肉の輸入について 

 
2005 年 12 月 5 日付ロシア連邦政府決定第 732 号 

（改正：2006 年 11 月 27 日付、12 月 20 日付、2007 年 1 月 17 日付、5 月 5 日付、2008
年 1 月 19 日付、4 月 14 日付、12 月 8 日付） 

 
 （2008 年 12 月 8 日付ロシア連邦政府決定第 918 号により、本決定は改正された） 

 （前版の決定本文を参照） 

 
 （ 2006～2009 年度の牛肉、豚肉、家禽肉の輸入調整に関する追加措置については、2005 年

12 月 5 日付ロシア連邦政府決定第 733 号を参照） 

 
  2006～2009 年度の牛肉、豚肉、家禽肉のロシアにおける生産を安定発展させるために必要な

条件を確保することを目的として、ロシア連邦政府は次を決定する。 

 
 1．添付 1 の通りに 2006～2009 年度における商品目録およびロシア連邦への商品輸入量を承

認する。 

 
 2．ロシア連邦経済発展省は、毎年、定められた手続きに従い、添付 2 に定められた範囲にお

いて 2006～2009 年度の期間の輸入関税率について、承認を受けるために、これをロシア連邦政

府に提出する。 

 
 3．連邦税関庁は、所定の手続きに従いロシア連邦産業貿易省により交付されたライセンスに

基づき、「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従って 2006～2009 年に輸入される

本決定への添付 1 で指定された商品について、通関手続を実施する。 

 
 （ロシア連邦農林省および連邦税関庁の決定 2007 年 4 月 23 日付第 214／378 号により、「畜

産製品のロシア連邦領への不法輸入防止」および「危険な家畜病の拡大阻止」に関する合意措置

の作成および採択のための省庁間作業部会が設立され、その構成が承認された） 

 
 （ロシア連邦経済発展省により交付されたライセンスについては、連邦税関庁の書簡 2007 年

7 月 2 日付第 06-70/24436 号を参照） 

 
 4．ロシア連邦産業貿易省は、次を実施する。 

 ｲ）前年 12 月 15 日から各当年度 12 月 31 日まで：「国内消費を目的とした出荷に関する通関

規則」に従い、大型有角家畜の生、冷蔵ないし冷凍された肉；ロシア連邦対外経済活動商品一覧



 165 

表コード番号（TN VED）0201 および 0202（以下「牛肉」という）、生、冷蔵ないし冷凍され

た豚肉；ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コード番号 0203（以下「豚肉」という）、家禽肉；

ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コード番号 0207（以下「鳥」という）を前年度に輸入した

対外経済活動の関係者に対して、本決定への添付 1 の項目 1～4 に指定された商品の量の 100%

を認める輸入ライセンスを交付する（但し、家禽肉；ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コード

番号 0207 に関する、2007 年度の輸入ライセンスを除く）。これに際し、今年 4 月 15 日までの

配分は、前年 1 月 1 日から 12 月 31 日までにこれらの関係者によりロシア連邦の関税地域に輸

入された、牛肉、豚肉ないし鳥の年間量に相応するものとし、これから「前年 1 月 1 日から 9

月 30 日までにこれらの関係者によりロシア連邦の関税地域に輸入された、牛肉、豚肉ないし鳥

の量に相応して前年 12 月に割り当てられる牛肉、豚肉ないし鳥の量の 25%」が差し引かれる。

但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された、牛肉、豚肉ないし鳥を除く。 

 
 （2005 年 12 月 23 日付ロシア連邦経済発展貿易省命令第 348 号により承認された「家禽肉、

生、冷蔵および冷凍された牛肉および豚肉の輸入量における 100%の計算方法」を参照） 

 
 ﾛ）失効。 

（第 4 項「ﾛ」の本文を参照） 

 
 ﾊ）2006 年 12 月 20 日から 2007 年 8 月 1 日まで： 

「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従い 2005 年に鳥を輸入した対外経済活動

の関係者に対して、2006 年に定められた鳥の量の 100%を認める輸入ライセンスを交付する。

これに際し、2005 年 1 月 1 日から 2005 年 12 月 31 日までにこれらの関係者によりロシア連邦

の関税地域に輸入された鳥の年間量に相応して、2006 年に定められた鳥の量が配分される。但

し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された鳥を除く。 

2005 年に鳥を輸入せず、かつ、「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従い 2006

年に鳥を輸入した、対外経済活動の関係者に対して、2007 年に定められた鳥の量と 2006 年に

定められた鳥の量の差として生じた、鳥の量の 100%を認める輸入ライセンスを交付する。これ

に際し、2006 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までにこれらの関係者によりロシア連邦の関税地域に

輸入された鳥の年間量に相応する配分とする。但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された鳥

を除く。 

 
 ﾆ）2007 年 9 月 15 日から：2007 年 8 月 1 日までに鳥の輸入ライセンスを正式手続きした対

外経済活動の関係者による申請に基づき 2007 年 8月 1 日現在において選択されなかった鳥の量

について輸入ライセンスを交付する。これに際し、2006 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までにこれ

らの者によりロシア連邦の関税地域に輸入された鳥の量に相応する配分とする。但し、CIS 諸国

で生産され同国より輸入された鳥を除く。 
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 ﾎ）2007 年 6 月 10 日から 12 月 31 日まで：「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」

に従い前年度に豚肉を輸入した対外経済活動の関係者に対して、本決定への添付 1 の項目 5 に

指定された商品の量の 100%を認める 2007 年度輸入ライセンスを交付する。これに際し、前年

度の 1 月 1 日から 12 月 31 日までにこれらの関係者によりロシア連邦の関税地域に輸入された

豚肉の年間量に相応し、商品量が配分される。但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された豚

肉を除く。欧州連合加盟国、米国、パラグアイからの当該商品の輸入ライセンスの交付は、本決

定への添付 1の項目 3に指定された商品の量の 100%を認める当該国からの輸入ライセンスが交

付された後に実施される。 

 
 ﾍ）2008 年 12 月 15 日から 2009 年 12 月 31 日まで：本決定の第 4.1 項「ｲ」に従い、対外経

済活動の関係者間で配分された量において、牛肉、豚肉および鳥の輸入ライセンスを交付する。 

 
 ﾄ）2008 年 12 月 31 日まで： 

「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従い 2005 年および（または）2006 年に

鳥を輸入した対外経済活動の関係者に対して、2007 年に定められた鳥の量の 75%を認める輸入

ライセンスを交付する。これに際し、2005 年および 2006 年にこれらの者によりロシア連邦の

関税地域に輸入された鳥の平均量に相応し、2007 年に定められた鳥の量の 75%が配分される。

但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された鳥を除く。鳥の量を配分する際には、合併、併合

ないし改造の結果として再編成された 2005 年および（または）2006 年にロシア連邦の関税地

域に鳥を輸入した対外経済活動の関係者のために定められた量の枠内で、対外経済活動の関係者

により輸入された量は考慮されない。 

2005 年および（または）2006 年に鳥を輸入せず、かつ、「国内消費を目的とした出荷に関す

る通関規則」に従い 2007 年に鳥を輸入した、対外経済活動の関係者に対して、2008 年に定め

られた鳥の量と 2007 年に定められた鳥の量の差として算定された鳥の量の 75%を認める輸入

ライセンスを交付する。これに際し、2007 年にこれらの関係者によりロシア連邦の関税地域に

輸入された鳥の年間量に相応し、指定された差の 75%が配分される。但し、CIS 諸国で生産さ

れ同国より輸入された鳥を除く。 

 
 4.1．ロシア連邦経済発展省は、次を実施する。 

 ｲ）2008 年 12 月 11 日まで：本決定への添付 1 の項目 1 に指定された商品 7,230 トン（内訳

は、欧州連合が 7,100 トン、その他諸国が 130 トン）、本決定への添付 1 の項目 2 に指定された

商品 11 万 1,250 トン（内訳は、欧州連合が 8 万 7,900 トン、米国が 4,570 トン、パラグアイが

750 トン、その他の諸国が 1 万 8,030 トン）、本決定への添付 1 の項目 3 に指定された商品 13

万 680 トン（内訳は、欧州連合が 6 万 2,330 トン、米国が 2 万 4,560 トン、パラグアイが 250

トン、その他の諸国が 4 万 3,540 トン）、本決定への添付 1 の項目 4 に指定された商品 23 万 320
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トン（内訳は、欧州連合が 4 万 4,930 トン、米国が 18 万 1,440 トン、パラグアイが 950 トン、

その他の諸国が 3,000 トン）を、「国内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従い 2005

年および（または）2006 年および（または）2007 年に、牛肉、豚肉および鳥を輸入した対外経

済活動の関係者間に、2009 年度分として配分する。これに際して、2005～2007 年にこれらの

関係者によりロシア連邦の関税地域に輸入された、牛肉、豚肉および鳥の平均量に相応するもの

とする。但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された当該肉製品を除く。また本決定への添付

1 の項目 1 に指定された商品（内訳は、欧州連合が 150 トン）、本決定への添付 1 の項目 2 に指

定された商品 1,250 トン（内訳は、欧州連合が 970 トン、米国が 60 トン、他の諸国が 220 トン）、

本決定への添付 1 の項目 3 に指定された商品 2,300 トン（内訳は、欧州連合が 1,030 トン、米

国が 440 トン、他の諸国が 830 トン）、本決定への添付 1 の項目 4 に指定された商品 7,680 トン

（内訳は、欧州連合が 1,520 トン、米国が 6,060 トン、他の諸国が 100 トン）を、2005 年およ

び（または）2006 年および（または）2007 年に、牛肉、豚肉または鳥を輸入せず、かつ、「国

内消費を目的とした出荷に関する通関規則」に従い 2008 年に当該肉製品を輸入した、対外経済

活動の関係者間に配分する。これに際し、2008 年 1 月 1 日から 9 月 30 日までにこれらの関係

者によりロシア連邦の関税地域に輸入された、牛肉、豚肉または鳥の量に相応する配分とする。

但し、CIS 諸国で生産され同国より輸入された当該肉製品を除く。 

 
 ﾛ）ロシア連邦農林省と協力して、牛肉、豚肉および家禽肉の国内市場をモニタリングする。

この結果に基づき、2009 年 2 月 25 日までに、本決定への添付 1 の項目 1～4 に指定された商品

について配分されなかった量を2009年度に利用する方法に関する提案を、所定の手続きに従い、

ロシア連邦政府に提出する。 

 
 （各項の番号は原文のまま） 

 
 ﾛ）対外経済活動の関係者間で配分された、本項の「ｲ」に指定された商品の量に関する情報を、

ロシア連邦産業貿易省に提出する。 

 
 5．本決定の第 4 項に従ったライセンスの交付または不交付に関する決定は、申請書が定めら

れた手続きに従い提出された日より 5 日以内に、ロシア連邦産業貿易省によって下される。 

 当該ライセンスの有効期限は、各年度の 12 月 31 日までに定められる。 

 
 6．次については、失効したものと見なす。 

2003 年 1 月 23 日付ロシア連邦政府決定第 48 号「ロシアにおける養禽業の保護に関する

措置について」（ロシア連邦法令集、2003 年、№5、487 頁） 

2003 年 6 月 19 日付ロシア連邦政府決定第 348 号「ロシア連邦政府決定 2003 年 1 月 23

日付第 48 号『ロシアにおける養禽業の保護に関する措置について』の改正について」（ロシ
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ア連邦法令集、2003 年、№25、2531 頁） 

2003 年 11 月 29 日付ロシア連邦政府決定第 724 号「家禽肉に対する特別保護措置の適用

の特性について」（ロシア連邦法令集、2003 年、№49、4777 頁） 

2004 年 12 月 30 日付ロシア連邦政府決定第 880 号「2005 年度の家禽肉に対する特別保護

措置の適用の特性について」（ロシア連邦法令集、2005 年、№1、124 頁） 

2005 年 11 月 8 日付ロシア連邦政府決定第 663 号「2003 年 1 月 23 日付ロシア連邦政府決

定第 48 号ならびに 2004 年 12 月 30 日付第 880 号の改正について」（ロシア連邦法令集、2005

年、№46、4678 頁） 

 
 7．本決定は、2006 年 1 月 1 日から効力を発する。 

 
ロシア連邦政府議長 M. Fradkov 

 
モスクワ 

2005 年 12 月 5 日 

第 732 号 
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 （2008 年 12 月 8 日付ロシア連邦政府決定第 918 号により、本添付は改正された） 
 （前版の添付本文を参照） 
 

ロシア連邦政府決定 

2005 年 12 月 5 日付第 732 号への 

添付 1 

 
2006～2009 年度における商品目録ならびにロシア連邦への商品輸入量 

（改正：2007 年 5 月 5 日付、2008 年 12 月 8 日付） 
 

（単位：1000 トン） 
 

品名 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

大型有角家畜の肉：生または冷蔵 
（ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コ

ード番号 0201） 
内訳： 

27.8 28.3 28.9 29.5 

欧州連合 27.3 27.8 28.4 29 

1. 

 

その他の諸国 0.5 0.5 0.5 0.5 

大型有角家畜の肉：冷凍 
 (ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コ

ード番号 0202) 
内訳：: 

435 440 445 450 

欧州連合 343.7 347.6 351.6 355.5 

米国 17.9 18.1 18.3 18.5 

パラグアイ 3 3 3 3 

2. 

 

その他の諸国 70.4 71.3 72.1 73 

豚肉：生、冷蔵または冷凍 
 (ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コ

ード番号 0203) 
内訳：: 

476.1 484.8 493.5 531.9 

欧州連合 240.5 244.9 249.3 253.4 

米国 54.8 49.0 49.8 100 

パラグアイ 1 1 1 1 

3. 

 

その他の諸国 179.8 189.9 193.4 177.5 
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商品項目 0105 に指定された家禽の肉お

よび食用屑肉：生、冷蔵または冷凍 
(ロシア連邦対外経済活動商品一覧表コ

ード番号 0207) 
内訳：: 

1130.8 1171.2 1211.6 952 

欧州連合 220.6 228.6 236.4 185.8 

米国 841.3 871.4 901.4 750 

パラグアイ 5 5 5 3.8 

4. 

 

その他の諸国 63.9 66.2 68.8 12.4 

5. トリミング 
（対外経済活動商品一覧表コード番号

0203 29 550 2 および 0203 29 900 2） 

- 26.5 28 - 

 

 備考：2007～2009 年度における生、冷蔵または冷凍された豚肉(ロシア連邦対外経済活動商

品一覧表コード番号 0203)の承認される輸入量は、本目録の項目 5 に指定されたトリミング追

加量を考慮していない。 
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 （ロシア連邦政府決定 2008 年 12 月 8 日付第 918 号により、本添付は改正された） 

 （前版の添付本文を参照） 

 
ロシア連邦政府決定 

2005 年 12 月 5 日付第 732 号への 

添付 2 

 
 2006～2009 年度の期間の輸入関税率の制限範囲（改正：2006 年 11 月 27 日付、2007

年 1 月 17 日付、5 月 5 日付、2008 年 1 月 19 日付、12 月 8 日付） 
 

（単位：課税価額の%ないしユーロ） 

品名 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

15%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

1. 大型有角家畜の肉：生

または冷蔵 
(ロシア対外経済活動商品一

覧表コード番号 0201)     55%、但し 1kg あ

たり 0.7 ユーロを

下回らない 

50%、但し 1kg あ

たり 0.65 ユーロ

を下回らない 

45%、但し 1kg あ

たり 0.6 ユーロを

下回らない 

40%、但し 1kg あ

たり 0.53 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.15 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.15 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.15 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.15 ユーロ

を下回らない 

2. 大型有角家畜の肉：冷

凍 
(ロシア対外経済活動商品一

覧表コード番号 0202)     55%、但し 1kg あ

たり 0.55 ユーロ

を下回らない 

52.5%、但し 1kg

あたり 0.53 ユー

ロを下回らない 

50%、但し 1kg あ

たり 0.5 ユーロを

下回らない 

40%、但し 1kg あ

たり 0.4 ユーロを

下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.25 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.25 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.25 ユーロ

を下回らない 

15%、但し 1kg あ

たり 0.25 ユーロ

を下回らない 

3. 豚肉：生、冷蔵または

冷凍、トリミングを含

む 
(ロシア対外経済活動商品一

覧表コード番号 0203) 
60%、但し 1kg あ

たり 1.0 ユーロを

下回らない 

60%、但し 1kg あ

たり 1.0 ユーロを

下回らない 

60%、但し 1kg あ

たり 1.0 ユーロを

下回らない 

60%、但し 1kg あ

たり 1.5 ユーロを

下回らない 

25%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

25%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

25%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

25%、但し 1kg あ

たり 0.2 ユーロを

下回らない 

4. コード 0105 に指定さ

れた家禽の肉および食

用屑肉：生、冷蔵また

は冷凍 
(ロシア対外経済活動商品一

覧表コード番号 0207) 

60%、但し 1kg あ

たり 0.48 ユーロ

を下回らない 

60%、但し 1kg あ

たり 0.48 ユーロ

を下回らない 

60%、但し 1kg あ

たり 0.48 ユーロ

を下回らない 

95%、但し 1kg あ

たり 0.8 ユーロを

下回らない 
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 備考：輸入関税率の下段の値は、本決定への添付 1 に定められた量において輸入される商品

に適用される。上段の値は、この量を超えて輸入される商品に適用される。 
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６）国境国家動物検疫検査について 

 
2006 年 12 月 20 日付けロシア連邦税関局通達 No.06 73 45065 

 

動物検疫対象品目リスト（抄訳）（重点グループに関する部分を抜粋） 

商品名称 
ロシア対外経済活動商品一覧表 

コード番号 
牛肉：生鮮肉、冷蔵肉 0201 

牛肉：冷凍肉 0202 

豚肉：生鮮肉、冷蔵肉、冷凍肉 0203 

ヒツジの肉、ヤギの肉：生鮮肉、冷蔵、冷凍肉 0204 

馬肉, ロバの肉, ラバの肉、ケッテイ(馬とロバの配合で生まれる

家畜)の肉：生鮮・冷蔵・冷凍肉 
0205 00 

牛・豚・ヒツジ・ヤギ・馬・ロバ・ラバ・ケッテイ、肉加工品：

生鮮、冷蔵、冷凍肉 
0206 

0115 カテゴリーの家禽（ニワトリ、七面鳥、鴨、ガチョウ、ホロ

ホロチョウ）：その肉と加工品(生鮮・冷蔵・冷凍) 
0207 

その他の食肉、肉加工品：生鮮・冷蔵・冷凍 0208 

赤身の肉から離された豚肉の脂身、家禽脂：溶出その他の方法で

抽出してないもので、生鮮・冷蔵・冷凍したもの、塩漬け肉、塩

水で仕込んだ肉、乾燥した肉、薫製肉 

0209 00 

塩漬け、塩水で仕込んだ、乾燥した、薫製肉・肉加工品；肉・肉

加工品で作った小麦粉 
0210 

魚（生きているもの） 0301 

生鮮・冷蔵した魚（0304 カテゴリーに含む魚の身などを除く） 0302 

冷凍した魚（0304 カテゴリーに含む魚の身を除く） 0303 

魚の身、すり身等の加工された魚肉（メカジキ、マゼランアイナメ）：鮮

魚、冷凍、冷蔵されたもの 
0304 

魚の干物、塩魚、塩漬け魚；温燻法・冷燻法の魚、食用の魚粉、顆粒

にした魚 
0305 

甲殻類動物：殻のあり・なしのもの、生きているもの、鮮魚、冷蔵・冷凍

されたもの、干物、塩漬け。殻ありの甲殻類動物：蒸気加熱した、ゆで

たもの、冷蔵された・されていないもの、冷凍したもの、干物、塩漬けの

もの。食用の魚粉、顆粒にした甲殻類動物 

0306 

貝：殻あり・なしのもの、生きているもの、生鮮・冷蔵・冷凍したもの、干

物、塩漬けのもの。甲殻類動物と貝以外の水棲無脊椎動物：殻あり・な
0307 
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しのもの、生きているもの、生鮮・冷蔵・冷凍したもの、干物、塩漬けの

もの。甲殻類動物以外の水棲無脊椎動物で作った食用の魚粉、顆粒 

肉・肉加工品・血で作ったソーセージ、その類似品；その食品か

ら作った即席食品 
1601 00 

肉・肉加工品・血で作ったその他の即席・缶詰食品 1602 

食肉・魚・甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物のエキス、汁 1603 00 

即席・缶詰にした魚、（チョウザメの）キャビア、魚の卵で作った

キャビア類似品 
1604 

即席・缶詰めにした甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物 1605 

インスタント・イースト；その他の生きていない単細胞微生物 2102 20 

既製品スープ、ブイヨン(ブロス)、ブロス用の調整品、均質混合

調製食料品 
2104 

アイスクリーム、フルーツ等をベースにした食用の氷 2105 00 

その他の加工食品のうち、乳製品、ソーセージ、肉、血、魚、甲

殻類、軟体動物、無脊椎動物、またはこれらの混合品を含むもの
2106 
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３．関税率表 

 

調査対象品目HSコード 

 

重点グループ 品 名 TN VED Code 

GROUP 7 食用の野菜、根及び塊茎 0701-0714 
GROUP 8 食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果

皮、メロンの皮及び果実加工品 
0801-0814 

GROUP 6  生きている樹木その他の植物、球根などの

根、切り花及び装飾用の葉 
0601-0604 

GROUP 2 食肉・食肉加工品 0201-0210 
GROUP 16 その他畜産品：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 
1601-1605 

GROUP 3  魚、甲殻類、貝など水棲無脊椎動物 0301-0307 
GROUP 21 加工食品 

 
2101-2106 
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GROUP 7 

野菜、塊茎・根菜食用作物 

 

注） 

1. 家畜の餌に使われる野菜は 07 グループ(野菜・野菜加工品)ではなく、12 グループ、1214

カテゴリーに含む。 

2. 0709-0712 カテゴリーには食用の茸、トリュフ、オリーブ、西洋カボチャ、カボチャ、ナ

ス、シュガーコーンＺｅａ ｍａｙｓ ｖａｒ. ｓａｃｃｈａｒａｔａ、とうがらし属または

ピメンタ属の野菜、フェンネル、パセリ、チャービル、エストラゴン、カラシナとマヨラ

ナを含む。 

3. 紛の状態にした野菜は基本的に 11 グループに含む。 

4. とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない 

 

Code 財の名称 輸入関税

0701 生鮮・冷蔵ばれいしょ  

0701 10  - 種ばれいしょ 5 

0701 90 - その他  

0702 00  生鮮・冷蔵トマト  

0703 タマネギ, エシャロット, にんにく, 西洋ニラネギ等の球根植物、生

鮮・冷蔵 
 

0703 10 - タマネギ, エシャロット  

0703 20  – にんにく 15 

0703 90  – 西洋ニラネギ等の球根植物 15 

0704 芽キャベツ、カリフラワー、コールラビ, ケール等のアブラナ科に属す

る生鮮・冷蔵野菜 
 

0704 10 – カリフラワー、ブロッコリー 15 

0704 20  – 芽キャベツ 15 

0704 90 – その他  

0705 レタスとチコリー, 生鮮・冷蔵  

 – レタス  

0705 11  –– 結球レタス 15 

0705 19  –– その他 15 

 – チコリー  

0705 21  –– キクニガナ（チコリー） 15 

0705 29  –– その他 15 

0706 人参、カブ, ビート, バラモンジン, 根用セロリ、ラディッシュ等の食

用の根菜作物、生鮮・冷蔵 
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Code 財の名称 輸入関税

0706 10  – 人参、カブ  

0706 90 – その他  

0707 00 キュウリ、ルニッション、生鮮・冷蔵  

0708 マメ科属野菜, さやつき・さやなし、生鮮・冷蔵  

0708 10  – エンドウ 15 

0708 20  – インゲンマメ 15 

0708 90  – その他マメ科 15 

0709 その他野菜：生鮮・冷蔵  

0709 20  – アスパラガス 15 

0709 30 – 茄子 15 

0709 40  – セロリ(根用セロリを除く) 15 

 – キノコ、塊茎  

0709 51  –– ハラタケ属キノコ 15 

0709 59 –– その他  

0709 60 – とうがらし、ピメンタ属  

0709 70  – ホウレンソウ、ニュージーランド・ホウレンソ 15 

0709 90 – その他  

0710 冷凍野菜（生野菜、ゆで野菜、温野菜）  

0710 10  – ばれいしょ 15 

 – マメ科属野菜, さやつき・さやなし  

0710 21  –– エンドウ 15 

0710 22  –– インゲンマメ 15 

0710 29  –– その他 15 

0710 30  – ホウレンソウ,ニュ‐ジーランド・ホウレンソウ 15 

0710 40  – スイートコーン 15 

0710 80 – その他   

0710 90  – 野菜を混合したもの 15 

0711 一時的な保存に適する処理をした野菜（二酸化硫黄、塩水、硫黄水な

どの保存液を使って）、そのまま食べられないもの 
 

0711 20 – オリーブ  

0711 40  – キュウリとルニッション 15 

 – キノコ、塊茎  

0711 51  –– ハラタケ属キノコ 15 

0711 59  –– その他 15 
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Code 財の名称 輸入関税

0711 90 – その他野菜、野菜を混合したもの  

0712 未調理、生野菜：乾燥野菜、粉末にした野菜、切った野菜、スライス

した野菜、粉砕された野菜 
 

0712 20  – 玉ねぎ 15 

 – キノコ, キクラゲ科、キノコ、 塊茎  

0712 31  –– ハラタケ属キノコ 15 

0712 32  –– キクラゲ科 15 

0712 33  –– キノコ  15 

0712 39  –– その他 15 

0712 90 – その他の野菜、野菜を混合したもの  

0713 乾燥した豆、さやなし、種皮付き、種皮なし、スプリットピー  

0713 10 – エンドウ  

0713 20  – ヒヨコ豆 15 

 – インゲンマメ  

0713 31  –– インゲンマメ 15 

0713 32  –– 小豆 15 

0713 33 –– インゲンマメ, カネリーニ豆を含む  

0713 39  –– その他 15 

0713 40  – レンティル 15 

0713 50  – ソラマメ  15 

0713 90  – その他 15 

0714 マニオク, マランタ, サレップ、チョウセンアザミ、サツマイモ等ので

んぷん含量が高い根菜と塊茎植物（生、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥した、

切った、粒状、粉末）、サゴヤシ 

 

0714 10 – マニオク（カッサバ芋）  

0714 20 – サツマイモ  

0714 90 – その他  

 –– マランタ, サレップ等のでんぷん含量が高い根菜と塊茎植物  
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GROUP 8 

食用果実・ナッツ、カンキツ類の果皮、メロンの皮 

 

注） 
1. 食用でない果実・ナッツは 08 グループに入っていない。 

2. 冷蔵した果実とナッツはそれぞれに対応する生鮮の果実とナッツと同じグループに含む。 

3. 08 グループに含む乾燥果物とナッツは部分的に水を加えて還元されることがある。その目

的は： 

A. 保存性の改善 

B. 外観改善 

 

Code 財の名称 輸入関税

0801 ココナツの実、ブラジルナッツ、カシューナッツ：生鮮、乾燥した

もの、皮をむいたもの・むいていないもの 
 

 - ココナッツ  

0801 11  –– 乾燥したもの 5 

0801 19 –– その他 5 

 – ブラジルナッツ  

0801 21 –– 殻つきのもの 5 

0801 22 –– 殻を除いたもの 5 

 – カシューナッツ  

0801 31 –– 殻つきのもの 5 

0801 32 –– 殻を除いたもの 5 

0802 その他のナッツ：生鮮、乾燥した、皮のむいた・むいていない  

 – アーモンド  

0802 11 –– 殻つきのもの  

0802 12 –– 殻を除いたもの  

 – ハシバミの実  

0802 21 –– 殻つきのもの 5 

0802 22 –– 殻を除いたもの 5 

 – クルミ  

0802 31 –– 殻つきのもの 5 

0802 32 –– 殻を除いたもの 5 

0802 40 – 栗 5 

0802 50 – ピスタチオの実 5 

0802 60 – マカダミアナッツ 5 
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Code 財の名称 輸入関税

0802 90 – その他  

0803 00 バナナ：生鮮、乾燥したもの  

0804 00 ナツメヤシ, イチジク, パイナップル、アボカド、グアバ、マンゴー・

マンゴスチン：生鮮、乾燥したもの 
 

0804 10 – ナツメヤシ 5/10 

0804 20 – イチジク  

0804 30 – パイナップル 5/10 

0804 40 – アボカド 5 

0804 50 – グアバ、マンゴー、マンゴスチン 5/10 

0805 かんきつ類：生鮮、乾燥したもの  

0805 10 – オレンジ  

0805 20 – ミカン (タンジェリン、サツマを含み); クレメンタイン等のかん

きつ類の雑種 
 

0805 40 – ザボンを含むグレープフルーツ 5/1kg 当り

�0.02 以上 
0805 50 – レモン、ライム  

0805 90 – その他 5/1kg 当り

�0.02 以上 
0806 葡萄:生鮮、乾燥したもの  

0806 10 – 生鮮  

0806 20 – 乾燥したもの  

0807 メロン(スイカを含む)、パパイア:生鮮  

 – メロン(スイカを含む)  

0807 11  –– スイカ 5 

0807 19 –– その他 5 

0807 20 – パパイア 5 

0808 リンゴ、梨、マルメロ：生鮮  

0808 10 – リンゴ  

0808 20 – 梨、マルメロ  

 –– 梨 10 

0809 アプリコット、サクランボ、オウトウ、桃(ネクタリンを含む)、西洋スモモ、プリナ

ス・スピノーザ：生鮮 
 

0809 10 – アプリコット 5 

0809 20 – サクランボ、オウトウ  

0809 30 – ネクタリンを含むモモ  

0809 40 – 西洋スモモ、プルナス・スピノーザ  
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Code 財の名称 輸入関税

0810 その他、生鮮果実  

0810 10 – イチゴ 10 

0810 20 – ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー  

0810 40 – クランベリー、ブルーベリー  

0810 50 – キーウィ 10 

0810 60 – ドリアン 10 

0810 90 – その他  

0811 果実とナッツ：熱処理をした(ゆでた、蒸気加熱した)・していないも

の、冷凍したもの、加糖された・されていないもの 
 

0811 10 –イチゴ  

 –– 加糖されたもの  

0811 20 – ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、クロフ

サスグリの実、アカフサスグリ、白フサスグリ、西洋スグリの実

(Grossularia) 

 

 –– 加糖されたもの  

0811 90 – その他  

 –– 加糖されたもの  

 ––– 13%以上加糖されたもの  

0812 一時的な保存に適する処理をした果実とナッツ（そのまま食べられ

ないもの） 
 

0812 10 – サクランボ、オウトウ 10 

0812 90 – その他  

0813 乾燥した果実(0801-0806 食品を除く)；0813 グループに含むナッツ、

乾燥した果実の盛り合わせ 
 

0813 10 – アプリコット 10 

0813 20 – プルーン 10 

0813 30 – リンゴ 10 

0813 40 – その他果実  

0813 50 – このグループに含むナッツ、乾燥した果実を混合したもの  

 –– 乾燥した果実(0801-0806 食品を除く)を混合したもの  

0814 00 カンキツ類の果皮、メロンの皮(スイカの皮を含めて)：生鮮、冷凍し

たもの、乾燥したもの、一時的な保存に適した処理をしたもの 
10 
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GROUP 06 

生木などの植物、球根などの根、切り花、飾り用緑 

 
注） 

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。ただしジャ

ガイモ、玉葱、エシャロット、にんにくなどの07グループの食品は入っていない。 

 
Code 財の名称 輸入関税 

0601 球根、塊茎作物、塊根、球茎、根茎(広がっているもの、休眠状態、植物状態、開花

状態のもの)；キクニガナ(1212カテゴリーの食品を除く) 
 

0601 10 – 球根、塊茎作物、塊根、球茎、根茎(広がっているもの、休眠状

態のもの) 
5 

0601 20 – 球根、塊茎作物、塊根、球茎、根茎(広がっているもの、植物状

態、開花状態のもの)；キクニガナ 
5 

0602 その他の生きている植物 (根を含める)、挿し木、接ぎ穂、キノコ菌糸体  

0602 10 – 地中に挿入されていない挿し木、接ぎ穂 15 

0602 20 – 木、低木、亜低木：接ぎ木された、されていないもの、食用の

実とナッツをつけたもの)  
 

0602 30  – シャクナゲ、ツツジ：接ぎ木されたもの、されていないもの   15 

0602 40 – 薔薇：接ぎ木されたもの、されていないもの  

0602 90 – その他 5/15 

0603 花束・飾り用の切り花、花芽：生鮮、乾燥したもの、着色したもの、

白くした等の加工品 
 

 – 生鮮  

0603 11  –– 薔薇 15/1kg 当り

�0.9 以上 
0603 12  –– カーネーション 15/1kg 当り

�0.9 以上 
0603 13  –– 蘭 15/1kg 当り

�0.9 以上 
0603 14  –– 菊 15/1kg 当り

�0.9 以上 
0603 19 –– その他  

0603 90  – その他 15/1kg 当り

�0.9 以上 
0604 花束・飾り用の、花・花芽なしの葉、枝など植物部分、草、コケ、地衣類：生鮮、

乾燥したもの、着色したもの、白くしたものなどの加工品 
 

0604 10 – コケ、地衣類 15 

 – その他  

0604 91 –– 生鮮  

0604 99 –– その他 15 
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GROUP 02 

食肉・食肉加工品 

 

注） 

次の食品はこのグループにはいっていない： 

1. 0201-0208, 0210 のカテゴリーの食べられない食品 

2. 動物の腸、素嚢など(0504 カテゴリー)、動物の血(0511、3002) 

3. 0209(15 グループ)カテゴリーの品を除いて、動物性脂肪 

 
Code 財の名称 輸入関税 

0201 牛肉：生鮮肉、冷蔵肉  
0201 10  – 枝肉、肋肉 15/40 

0201 20 – その他の牛肉片：骨付き  

0201 30  – 骨付きでない食肉 15/40 

0202 牛肉：冷凍肉  

0202 10  – 全枝肉、肋肉 15/40 

0202 20 – その他の牛肉片：骨付き 15/40 

0202 30 – 骨付きでない食肉 15/40 

0203 豚肉：生鮮肉、冷蔵肉、冷凍肉  

 – 生鮮豚肉、冷蔵豚肉  

0203 11 –– 枝肉、肋肉 15/60 

0203 12 –– 豚肩肉、その一塊：骨付き 15/60 

0203 19 –– その他 15/60 

 – 冷凍豚肉  

0203 21 –– 枝肉、肋肉 15/60 

0203 22 –– 豚肩肉、その一塊：骨付き   

0203 29 –– その他 15/60 

0204 ヒツジの肉、ヤギの肉：生鮮肉、冷蔵、冷凍肉  

0204 10  – ラム肉：枝肉、肋肉；生鮮肉・冷蔵肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
 – ヒツジ肉その他：生鮮・冷蔵肉   

0204 21  –– 枝肉、肋肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0204 22 –– その他のヒツジ肉片：骨付き 15 

0204 23  –– 骨付きでない肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
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Code 財の名称 輸入関税 

0204 30  – ラム肉：枝肉、肋肉；冷凍肉  15/1 kg 当り

�0.15 以上 
 – ヒツジ肉その他：冷凍肉  

0204 41  –– 枝肉、肋肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0204 42 –– その他のヒツジ肉片：骨付き 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0204 43 –– 骨付きでない肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0204 50 – ヤギの肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0205 00 馬肉, ロバの肉, ラバの肉、ケッテイ(馬とロバの配合で生まれる

家畜)の肉：生鮮・冷蔵・冷凍肉  
15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0206 牛・豚・ヒツジ・ヤギ・馬・ロバ・ラバ・ケッテイ、肉加工品：

生鮮、冷蔵、冷凍肉  
 

0206 10 – 牛肉加工品：生鮮、冷蔵  

0206 10 1  –– 医薬品製造用  0 

 –– その他 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
 – 牛肉加工品：冷凍肉  

0206 21  –– 舌肉 15/1 kg 当り

�0.08 以上 
0206 22  –– レバー 5/15 

0206 29 –– その他 5/15 

0206 30  – 豚肉加工品：生鮮、冷蔵 5/15 

 – 豚肉加工品  

0206 41  –– 舌肉 5/15 

0206 49 –– その他  

0206 80 – その他の生鮮・冷蔵肉 5/15 

0206 90 – その他の冷凍肉 5/15 

0207 0115 カテゴリーの家禽：その肉と加工品(生鮮・冷蔵・冷凍)  

 – ニワトリ  

0207 11 –– 丸鶏：生鮮・冷蔵 25/60 

0207 12 –– 丸鶏：冷凍肉  

0207 13 –– 鶏部位、加工品：生鮮・冷蔵肉  25/60 

0207 14 –– 鶏部位、加工品：冷凍  25/60 

 – 七面鳥  

0207 24 –– 丸鶏：生鮮・冷蔵 25/60 

0207 25 –– 丸鶏：冷凍肉 25/60 
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Code 財の名称 輸入関税 

0207 26 –– 鶏部位、加工品：生鮮・冷蔵肉 25/60 

0207 27 –– 鶏部位、加工品：冷凍 25/60 

 – 鴨、ガチョウ、ホロホロチョウの肉  

0207 32 –– 丸鶏：生鮮・冷蔵  

0207 33 –– 丸鶏：冷凍肉  

0207 34 –– 肥大した脂肪肝：生鮮・冷蔵  

0207 35 –– その他の鶏部位：生鮮・冷蔵   

0207 36 –– その他の鶏部位：冷凍   

0208 その他の食肉、肉加工品：生鮮・冷蔵・冷凍  

0208 10 – ウサギ、野ウサギの肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0208 30  – 霊長類の肉 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0208 40  – 鯨、イルカ、テンジクネズミ；海牛、ジュゴン 15/1 kg 当り

�0.15 以上 
0208 50  – レプタイルズ(ヘビ、カメを含めて)  

0208 90 – その他  

0209 00 赤身の肉から離された豚肉の脂身、家禽脂：溶出その他の方法で

抽出してないもので、生鮮・冷蔵・冷凍したもの、塩漬け肉、塩

水で仕込んだ肉、乾燥した肉、薫製肉 

 

0210 塩漬け、塩水で仕込んだ、乾燥した、薫製肉・肉加工品；肉・肉

加工品で作った小麦粉 
 

 – 豚肉  

0210 11 –– 豚肩肉、その一塊：骨付き  

0210 12 –– 胸肉、その一塊 15/1 kg 当り

�0.4 以上 
0210 19 –– その他  

0210 20 – 牛肉  

 – 肉・肉加工品で作った小麦粉を含むその他の肉加工品  

0210 91  –– 霊長類の肉  

0210 92  –– 鯨、イルカ、テンジクネズミ；海牛、ジュゴン  

0210 93  –– レプタイルズ(ヘビ、カメを含めて)  

0210 99 –– その他：肉と加工品  
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GROUP 16 

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 

 

注） 

1. 02、03 グループ、または 0504 カテゴリーに含む缶詰・加工された肉、肉加工品、魚、甲

殻類、貝などの水棲無脊椎動物は 16 グループには入っていない。 

2. 16 グループに含む食品は、ソーセージ、肉、肉加工品、魚、甲殻類、貝などの水棲無脊椎

動物、またはその食品が組み合わせたものが 20%以上入っているもの。製造された食品に

以上の食品の複数を含む場合、重量の大きい要素に応じて16グループのカテゴリーに含む。

（1920、2103、2104 カテゴリーの食品に適用しない）。 
 

Code 財の名称 輸入関税 

1601  肉・肉加工品・血で作ったソーセージ、その類似品；その食品から作

った即席食品 
20/1 kg 当り

�0.4 以上 
1602 肉・肉加工品・血で作ったその他の即席・缶詰食品  

1602 10 – 均質化された食品 5/20 

1602 20 – レバーで作った食品 20/1 kg 当り

�0.5 以上 
1602 31 –– 七面鳥肉で作った食品 20/1 kg 当り

�0.5 以上 
1602 32 –– ニワトリで作った食品: 20/1 kg 当り

�0.5 以上 
1602 39 –– その他  

 – 豚肉で作った食品  

1602 41 –– もも肉、その一塊  

1602 42 –– 豚肩肉、その一塊  

1602 49 –– その他、組み合わせたものを含む  

1602 50 – 牛肉で作った食品  

1602 90 – その他、血で作った食品を含む  

1603  食肉・魚・甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物のエキス、汁 15 

1604 即席・缶詰にした魚、（チョウザメの）キャビア、魚の卵で作ったキ

ャビア類似品 
 

 – 魚（全形）、切った魚（詰め物以外）  

1604 11 –– 鮭 20/1 kg 当り

�3.0 以上 
1604 12 –– ニシン 15 

1604 13 –– イワシ、アンチョビ,スプラット  

1604 14 –– マグロ、カツオ、ハガツオ  
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Code 財の名称 輸入関税 

1604 15 –– サバ  

 – サバ属  

1604 16  –– アンチョビ 15 

1604 19 –– その他  

1604 20 – その他の即席・缶詰めにした魚  

1604 30 – （チョウザメの）キャビア、魚の卵で作ったキャビア類似品  

1605 即席・缶詰めにした甲殻類、貝などの水棲無脊椎動物  

1605 10  – カニ 20/1 kg 当り

�3.0 以上 
1605 20 – クルマエビ 20/1 kg 当り

�2.0 以上 
1605 30 – ロブスター 20/1 kg 当り

�3.5 以上 
1605 40  – その他の甲殻類 20/1kg 当り

�2.0 以上 
1605 90 – その他 15 

 –– 貝  

 ––– イガイ  
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GROUP 03 

魚、甲殻類、貝など水棲無脊椎動物 

 

注 

次のカテゴリーの品は 03 グループに入っていない： 

1. 0106 カテゴリーの動物 

2. 0106 カテゴリーの動物の肉（0208、0210 カテゴリー） 

3. 魚、甲殻類、貝など水棲無脊椎動物の死体、または、食べられない魚、甲殻類、貝など水

棲無脊椎動物（グループ 05）；食べられない魚粉、顆粒にした魚、甲殻類、貝など水棲無脊

椎動物（2301 カテゴリー） 

4. （チョウザメの）キャビア、魚の卵で作ったキャビア類似品（1604 カテゴリーに含まれる） 

 

Code 財の名称 輸入関税 

0301 魚（生きているもの）  

0301 10 – 観賞魚 10 

 – その他の生きている魚  

0301 91 –– マス 10 

0301 92  –– うなぎ 10 

0301 93  –– コイ 10 

0301 94  –– クロマグロ 10 

0301 95  –– 南マグロ 10 

0301 99 –– その他: 10 

0302 生鮮・冷蔵した魚（0304 カテゴリーに含む魚の身などを除く）  

 – サケ（肝、卵と魚精を除く）   

0302 11 –– マス  10 

0302 12  –– 太平洋サケ、大西洋サケ、ドナウ・サケ  10 

0302 19  –– その他 10 

0302 21 –– オヒョウ  

0302 22  –– ヒラメ 10 

0302 23  –– シタビラメ 10 

0302 29 –– その他:  

0302 31 –– ビンナガ、ビンナガマグロ  

0302 32 –– キハダマグロ  

0302 33 –– カツオ  

0302 34  –– メバチ  
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Code 財の名称 輸入関税 

0302 35 –– クロマグロ  

0302 36 –– 南マグロ  

0302 39 –– その他  

0302 40  – ニシン（肝、卵と魚精を除く） 10 

0302 50 – タラ（肝、卵と魚精を除く）  

0302 61 –– イワシ, アンチョビ、スプラット( 10 

0302 62  –– コダラ( 10 

0302 63  –– タラ 10 

0302 64  –– サバ 10 

0302 65 –– サメ  

0302 66  –– うなぎ 10 

0302 67  –– メカジキ 10 

0302 68  –– マゼランアイナメ 10 

0302 69 –– その他 10 

 ––– 淡水魚  

 ––– 海水魚  

0302 70  – 肝、卵、魚精 10 

0303 冷凍した魚（0304 カテゴリーに含む魚の身を除く）  

 – 太平洋サケ（肝、卵、魚精を除く）  

0303 11  –– ベニザケ 10 

0303 19  –– その他 10 

 – サケ、その他（肝、卵、魚精を除く）  

0303 21 –– マス  

0303 22  –大西洋サケ、イトウ 10 

0303 29  –– その他 10 

 – カレイ属（肝、卵、魚精を除く）   

0303 31 –– オヒョウ 10 

0303 32  –– ヒラメ 10 

0303 33  –– シタビラメ 10 

0303 39 –– その他  

0303 41 –– ビンナガ、ビンナガマグロ  

0303 42  –– キハダマグロ  

0303 43 –– カツオ  

0303 44  –– メバチ  
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Code 財の名称 輸入関税 

0303 45 –– クロマグロ  

0303 46 –– 南マグロ  

0303 49  –– その他  

0303 51  – ニシン（肝、卵と魚精を除く） 10/1kg 当り

�0.04 以上 
0303 52 – タラ（肝、卵と魚精を除く）  

0303 61  –– メカジキ 10 

0303 62  –– マゼランアイナメ 10 

 – その他の魚（肝、卵と魚精を除く）   

0303 71 –– イワシ、アンチョビ、スプラット  

0303 72  –– コダラ 10 

0303 73  –– タラ 10 

0303 74 –– サバ 10/1kg 当り

�0.04 以上 
0303 75 –– サメ  

0303 76  –– うなぎ 10 

0303 77  –– ヨーロピアン・シー・バス 10 

0303 78 –– メルルーサ、ヘイク  

0303 79 –– その他  

 ––– 淡水魚  

 ––– 海水魚  

0303 80 – 肝、卵、魚精  

0304 魚の身、すり身等の加工された魚肉：鮮魚、冷凍、冷蔵されたもの  

 – 鮮魚   

0304 11 –– メカジキ 10 

0304 12 –– マゼランアイナメ 10 

0304 19 –– その他  

 – – – 魚の身  

 – – – すり身等の魚肉  

 – 冷凍された魚の身  

0304 21  –– メカジキ 10 

0304 22  –– マゼランアイナメ 10 

0304 29 –– その他  

 – その他  

0304 91  –– メカジキ 10 
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Code 財の名称 輸入関税 

0304 92  –– マゼランアイナメ 10 

0304 99 –– その他  

0305 魚の干物、塩魚、塩漬け魚；温燻法・冷燻法の魚、食用の魚粉、顆粒にした魚  

0305 10  – 食用の魚粉、顆粒にした魚 5 

0305 20  –  肝、卵、魚精の干物、燻製したもの、塩漬け、塩水に入れたもの 20 

0305 30 – 魚の身：干物、塩魚、塩漬けたもの（燻製にしたものを除く）  

 –– タラ  

 –燻製した魚 （魚の身を含めて）   

0305 41  –– 太平洋サケ), 大西洋サケ、ドナウ・サケ  20/1kg 当り

�４以上 
0305 42  –– ニシン 10 

0305 49 –– その他:  

 – 魚の干物、塩魚、無塩の魚などの燻製されていないもの   

0305 51 –– タラ   

0305 59 –– その他  

 – 塩魚、：干物と燻製したものを除く。塩漬け魚  

0305 61  –– ニシン 10 

0305 62  –– タラ 10 

0305 63  –– カタクチイワシ、アンチョビー 10 

0305 69 –– その他  

0306 甲殻類動物：殻のあり・なしのもの、生きているもの、鮮魚、冷蔵・冷凍されたもの、干物、

塩漬け。殻ありの甲殻類動物：蒸気加熱した、ゆでたもの、冷蔵された・されていないも

の、冷凍したもの、干物、塩漬けのもの。食用の魚粉、顆粒にした甲殻類動物。 

 

 – 冷凍したもの  

0306 11 –– イセエビ 10 

0306 12 –– ロブスター属  

0306 13 –– クルマエビ  

0306 14 –– カニ  

0306 19 –– その他（甲殻類動物で作った食用の魚粉、顆粒にした甲殻類動物を含む）   

 –冷凍されていないもの  

0306 21  –– イセエビ  10 

0306 22 –– ロブスター  

0306 23 –– クルマエビ  

0306 24 –– カニ  

0306 29 –– その他（甲殻類動物で作った食用の魚粉、顆粒にした甲殻類動物を含む） 10 
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Code 財の名称 輸入関税 

0307 貝：殻あり・なしのもの、生きているもの、生鮮・冷蔵・冷凍したもの、干物、塩漬けのも

の。甲殻類動物と貝以外の水棲無脊椎動物：殻あり・なしのもの、生きているもの、生鮮・

冷蔵・冷凍したもの、干物、塩漬けのもの。甲殻類動物以外の水棲無脊椎動物で作った

食用の魚粉、顆粒。 

 

0307 10 – カキ 10 

0307 21  –– 生きているもの、生鮮・冷蔵したもの  10 

0307 29 –– その他  

 – イガイ属  

0307 31 –– 生きているもの、生鮮・冷蔵したもの  

0307 39 ––その他  

 – イカ  

0307 41 –– 生きているもの、生鮮・冷蔵したもの  

0307 49 –– その他  

 ––– 冷凍したもの  

 ––– その他  

 – タコ  

0307 51  –– 生きているもの、生鮮・冷蔵したもの 10 

0307 59 –– その他  

0307 60  – クサウオ以外のカタツムリ 10 

 – その他：甲殻類動物以外の水棲無脊椎動物で作った食用の魚粉、顆粒  

0307 91  –– 生きているもの、生鮮・冷蔵したもの 10 

0307 99 –– その他 10 
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GROUP 21 

加工食品 

 

注 

1. このグループには次の食品が入っていない： 

A. 0712 カテゴリーに含む野菜の混ぜ合わせたもの 

B. 炒ったコーヒー代用品(0901 カテゴリー) 

C. 味・香りのついた茶(0902 カテゴリー) 

D. 香辛料などの 0904-0910 カテゴリーに含む食品 

E.  2103,2104 カテゴリーに属する食品以外のソーセージ、肉、肉加工品、血、魚、甲殻類、

貝など水棲無脊椎動物が２０％以上入っている既製品(16 グループに含む) 

F. 薬品として使われるイースト、または 3003,3004 カテゴリーに含む食品、または 

G. 3507 カテゴリーの酵素剤。 

2. 注 1.B.の炒ったコーヒー代用品のエッセンスは 2101 カテゴリーに含む 

 
Code 財の名称 輸入関税 

2101 コーヒー、茶、マテのエキス、エッセンス、濃縮物、またはそれで作った加工食品；炒

ったチコリ等の炒ったコーヒー代用品とそのエッセンス、エキスと濃縮物 
 

 – コーヒーのエキス、エッセンス、濃縮物、またはコーヒーとそのエキ

ス、エッセンス、濃縮物で作った加工食品 
 

2101 11 –– エキス、エッセンス、濃縮物 10/1kg 当り

�0.5 以上 
2101 12 –– コーヒー、コーヒーのエキス、エッセンス、濃縮物で作った加工品 15 

2101 20 – 茶、マテのエキス、エッセンス、濃縮物；茶、マテ（）またはそのエキス、エッセン

ス、濃縮物で作った加工食品 
15 

2101 30 – 炒ったチコリ等のコーヒーの行った代用品、その代用品で作ったエキ

ス、エッセンス、濃縮物 
15 

2102 イースト(活性、インスタント)；その他の生きていない単細胞微生物

(3002 カテゴリーのワクチン以外)；ベーキングパウダー 
 

2102 10 – 活性イースト 15/1kg 当り

�0.25 
2102 20 – インスタント・イースト；その他の生きていない単細胞微生物 15 

2102 30  – ベーキングパウダー 15 

2103 ソース作り用の食品、既製品ソース；香味用添加物、混合調味料；マ

スタード、マスタード粉 
 

2103 10  – 醤油 15 

2103 20  – トマトケチャップ等のトマト・ソース 15 

2103 30 – マスタード、マスタード粉 15 

2103 90 – その他 15/1L 当た

り�2.0 
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Code 財の名称 輸入関税 

2104 既製品スープ、ブイヨン(ブロス)、ブロス用の調整品、均質混合調製食料品 15 

2104 10 – 既製品スープ、ブイヨン(ブロス)、ブロス用の調整品  

2104 20  – 均質混合調整食料品  

2105 00 カカオの入っている・入っていないアイス・クリーム等の食用の氷 15 

2106 以上のグループ・カテゴリーに入っていない食品  

2106 10 – タンパク質濃縮物、タンパク質 15 

2106 90 – その他 15/20 
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