
１．電子申請の場合
・ 右赤枠の「電子申請窓口」を選択してください。

・ 輸出したい品目と数量がきまりましたら、次の手続きで植物防疫所に輸出検査申請書を
提出してください

インターネットによる輸出検査の申請
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・ 開いた画面は次のとおりです。同じページ下段に「NACCS植物検疫関連業務（APS）を初めて
利用される方へ」を始め利用マニュアルがありますので、ご参照ください。
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・ 具体的には次の画面で必要事項を入力していただくこととなります。
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２．マニュアル申請の場合

・ 右赤枠の「申請手続等一覧」をクリックし、開いた画面から「植物等輸出検査申請書」を選択し
てください。
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・ 検査申請書を開いて必要事項を記入し、植物防疫所に提出してください。
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（植物防疫所ホームページ）

（参考）インターネットによる問い合わせ先
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 海外からの観光客の方々がお土産として持ち帰る際に、手荷物（携帯品）として植物検疫を受
ける必要がありますが、多くの国では、手荷物の場合、輸出検査による植物検疫証明書の添
付で持ち込みが可能となります。また、輸出検査を受けなくても持ち込める国もあります。

メリット 活用場面の提案

観光客が生産地又はＷＥＢで注文した果物を（生
産者等が）出発便に併せ一括して空港に運び、そ
こで輸出植物検査を受ければ、観光客の搭乗手続
きに併せ個々に手渡せる。

ケース１

ケース２

 観光客が自分で持ち帰るため、相手
国での受け入れ業者が不要です
（ケース１）。この場合、相手国への輸
送も観光客 が自ら持ち帰りますの
で、輸出手続きや費用がかかりませ
ん。

 各地方空港等に就航する相手国の検
疫条件に応じた植物検疫を行うこと
で、不特定多数の国の検疫条件に合
致させる必要がありません。

 また、相手国によっては、輸出検査を
受けなくても持ち出しができます（ケー
ス２）。

シンガポール、香港など輸出検査を受けな
くても果物等を持ち出せる国を明示して販
売する。

観光客のお土産での持ち帰り需要への対応について
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（参考）北海道の空港や港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

新千歳空港
釧路空港
帯広空港
旭川空港
函館空港

台 湾 キノコ類（乾燥）、木工品 輸出検査不要 釧路・帯広：
釧路出張所

旭川：留萌出張所

函館：函館出張所

精米、キノコ類、ダイコン

タマネギ、長ネギ、アスパラガス、
ナガイモ、ダイズ、アズキ

輸出検査

ジャガイモ、トマト、カボチャ
スイカ、メロン、リンゴ

持ち出し不可

新千歳空港
旭川空港

韓 国 精米、キノコ類、キノコ類（乾燥）、
ダイコン、タマネギ、長ネギ、
カボチャ、メロン、アスパラガス、
ダイズ、アズキ

輸出検査不要 留萌出張所

トマト、ナガイモ 輸出検査
（トマト：与那国島産は規制、ナ
ガイモ：南西諸島産などは規制）

ジャガイモ、スイカ 持ち出し不可
（ジャガイモ：道産は規制対象）

新千歳空港
稚内港
小樽港

ロシア キノコ類（乾燥） 輸出検査不要 稚内港：
留萌出張所

小樽港：
小樽出張所

精米、キノコ類、ジャガイモ、ダイコ
ン、トマト、タマネギ、長ネギ、カボ
チャ、スイカ、メロン、アスパラガス、
ナガイモ、ダイズ、アズキ、リンゴ、
オウトウ、ブドウ

輸出検査

（平成２５年７月現在）
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空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

仙台空港 中 国 精米、リンゴ、モモ、オウトウ、ナガ
イモ、ニンニク

持ち出し不可 仙台：仙台空港分室

青森空港
仙台空港
秋田空港

韓 国 精米、オウトウ、ニンニク 輸出検査不要 青森：青森出張所
仙台：仙台空港分室
秋田：秋田出張所

ナガイモ 輸出検査
（南西諸島産などは規制）

リンゴ、モモ 持ち出し不可

仙台空港 台 湾 精米、ナガイモ、ニンニク 輸出検査 仙台：仙台空港分室

リンゴ、モモ、オウトウ 持ち出し不可

仙台空港 グアム 精米 輸出検査不要 仙台：仙台空港分室

仙台空港 ハワイ 精米 輸出検査不要 仙台：仙台空港分室

（参考）東北の空港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件
（平成２５年７月現在）
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（参考）関東の空港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

茨城空港
静岡空港

中 国 梅干 輸出検査不要 茨城：鹿島出張所
静岡：清水支所

チューリップ切り花、製茶、落
花生（焙煎）、乾燥イモ

輸出検査

精米、ナシ、ミカン、メロン、イ
チゴ

持ち出し不可

静岡空港 韓 国 精米、イチゴ、ワサビ、製茶 輸出検査不要 静岡：清水支所

ミカン 輸出検査
（四国、九州以南産は規制）

静岡空港 台 湾 製茶 輸出検査不要 静岡：清水支所

精米、ワサビ 輸出検査

ミカン、イチゴ 持ち出し不可

（平成２５年７月現在）
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（参考）中部国際空港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

中部国際空港 中 国 製茶 輸出検査 中部空港支所

メロン、カキ、ブドウ、イチジク、ミカ
ン、精米

持ち出し不可

中部国際空港 韓 国 メロン、カキ、ブドウ、精米、製茶 輸出検査不要 中部空港支所

ミカン 輸出検査
（ミカン：四国、九州以南産は
規制）

イチジク 持ち出し不可

中部国際空港 台 湾 製茶 輸出検査不要 中部空港支所

精米 輸出検査

メロン、カキ、ブドウ、イチジク、ミカ
ン

持ち出し不可

中部国際空港 香 港 メロン、カキ、ブドウ、イチジク、ミカ
ン、精米、製茶

輸出検査不要 中部空港支所

（平成２５年７月現在）
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（参考）北陸の空港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

富山空港
小松空港

台 湾 精米、チューリップ切り花 輸出検査 富山空港：伏木富山支所

小松空港：金沢出張所小松
空港分室

ナシ、リンゴ、イチゴ 持ち出し不可

新潟空港
富山空港
小松空港

韓 国 精米、イチゴ、チューリップ切
り花

輸出検査不要 新潟空港：新潟支所
富山空港：伏木富山支所

小松空港：金沢出張所小松
空港分室

ナシ、リンゴ 持ち出し不可

新潟空港
富山空港
小松空港

中 国 チューリップ切り花 輸出検査 新潟空港：新潟支所
富山空港：伏木富山支所

小松空港：金沢出張所小松
空港分室

精米、ナシ、リンゴ、イチゴ 持ち出し不可

新潟空港 ロシア 精米、イチゴ 輸出検査 新潟支所

新潟空港 グアム 精米、チューリップ切り花 輸出検査不要 新潟支所

（平成２５年７月現在）
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（参考）近畿の空港や港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

関西空港
大阪港
神戸港

中 国 製茶 輸出検査 関西空港：関西空港支所
大阪港：大阪支所
神戸港：神戸植物防疫所

ブドウ、イチジク、ミカン、モモ、ナ
シ、タマネギ、精米

持ち出し不可

関西空港
大阪港

韓 国 ブドウ、精米、製茶 輸出検査不要 関西空港：関西空港支所
大阪港：大阪支所

ミカン 輸出検査
（ミカン：四国、九州以南産は
規制）

イチジク、モモ、ナシ 持ち出し不可

関西空港 台 湾 製茶 輸出検査不要 関西空港支所

タマネギ、精米 輸出検査

ブドウ、イチジク、ミカン、モモ、ナ
シ

持ち出し不可

関西空港 香 港 ブドウ、イチジク、ミカン、モモ、ナ
シ、タマネギ、精米、製茶

輸出検査不要 関西空港支所

（平成２５年７月現在）
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（参考）中国四国の空港や港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

広島空港
岡山空港
高松空港
松山空港
下関港

中 国 キク切り花 輸出検査 広島空港：広島空港分室
岡山空港：水島出張所
高松空港：坂出支所
松山空港：松山出張所
下関港：下関出張所

カンキツ類、ナシ、ブドウ、イチジク、
モモ、ビワ、イチゴ、カキ、スイカ、
精米

持ち出し不可

広島空港
米子空港
境港
岡山空港
高松空港
松山空港
下関港

韓 国 ブドウ、カキ、メロン、イチゴ、ラッ
キョウ、キク切り花、精米

輸出検査不要 広島空港：広島空港分室
米子空港：境港出張所
境港：境港出張所
岡山空港：水島出張所
高松空港：坂出支所
松山空港：松山出張所
下関港：下関出張所

ナシ、イチジク、モモ、ビワ、スイカ 持ち出し不可

広島空港
岡山空港
高松空港

台 湾 キク切り花、精米 輸出検査 広島空港：広島空港分室
岡山空港：水島出張所
高松空港：坂出支所

カンキツ類、ナシ、モモ、ブドウ、イ
チジク、ビワ、イチゴ

持ち出し不可

広島空港
岡山空港

グアム 精米 輸出検査不要 広島空港：広島空港分室
岡山空港：水島出張所

イチジク 持ち出し不可

境港 ロシア ナシ、メロン、スイカ、ラッキョウ、精
米

輸出検査 境港出張所

（平成２５年７月現在）
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