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１． はじめに 

弊会は農林水産省より委託を受け、中華人民共和国（以下「中国」という。）において２０２２

年１月１日より施行された「輸入食品国外生産企業登録管理規定」（税関総署令第２４８号。以

下「新規定」という。）に対応するための体制整備事業を行ったので、その詳細について報告

する。 

 

２． 事業の目的 

中国において新規定が２０２１年４月１２日に公布され２０２２年１月１日より施行された。当該

新規定によると、新規定第７条に規定された品目である指定品目を製造等する企業について

は、生産国の管轄当局において登録を行った上で管轄当局から中国当局へ登録を要請する

必要があり、当該登録要請後も中国当局からの追加の資料、情報等の要請がある場合は対

応をする必要がある。また、指定品目以外を製造等する企業自ら中国当局へ登録することが

求められており、この場合、事業者は中国当局のWebシステム「中国国際貿易シングルウイン

ドウ（以下「シングルウインドウ」という。）にアクセスし、中国語又は英語で企業の情報入力や

登録に必要な資料をアップロードする必要がある。 

このため、本事業では、指定品目について農林水産省において登録し中国当局へ登録要

請を行った後、中国当局からの要請により追加の資料・情報等が必要となった場合に対応す

るための体制整備を行う。また、指定品目以外の登録に係る事業者の支援を行い、中国向け

の農林水産物・食品の輸出の円滑化に資することを目的とする。 

 

３． 事業の実施期間 

令和４年１月１７日～令和４年３月２５日 

 

４． 事業の概要 

（１）中国当局からの要請による追加の資料・情報等の要請対応 

中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱（以下「要綱」という。）３に基づき

農林水産省が認定・中国当局へ登録を要請した施設について、新規定第８条に関連して中

国当局からの要請により追加の資料・情報等が必要となった場合、新規定、新規定の解説文

書、新規定のガイドラインなどの各時点で中国当局より公表されている新規定関係文書、中国

輸入通関手続きに必要な HS コードに係る情報及び中国及び日本の食品安全関係規定（以

下「新規定関係情報」という。）を踏まえた上で（当該関係文書に日本語訳がない場合も受託

者自ら翻訳等を行い理解した上で）以下①から③までの対応を行う。なお、本作業のために農

林水産省への登録申請手続き（農林水産省共通申請サービス（以下「eMAFF」という。）のア

カウント付与を受ける。 

①  中国当局からの要請により必要となった追加の資料・情報等を、新規定関連情報を踏ま

え、申請者へ連絡・説明を行い、問合せがあれば対応する。当該連絡は基本的に
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eMAFF問合せ機能を利用して行う。 

②  申請者から提出された追加情報・資料を受け当該内容について申請者から提出があっ

た日から３営業日以内に、新規定関係情報を踏まえて確認し、農林水産省輸出・国際局

輸出支援課（以下「事業担当課」という。）へ確認終了の旨を連絡する。 

③  ②において提出された追加情報・資料を整理し、事業担当課へ提出する。 

 

（２）指定品目についてのリーフレットの作成及び企業への周知サポート 

（１）の中国側からの追加情報・資料提出要請及び新規定関係情報を踏まえた新規定へ対

応するための登録手続きを整理したリーフレット（指定品目を新規定第８条に基づいて登録す

る方法を整理したリーフレットをいう（電子媒体のみ、１０ページ程度）。）を作成する。 

上記作成したリーフレットを用いて事業担当課が実施する企業への周知活動（農林水産

物・食品に係る業界団体向けにメール等で HP掲載のリーフレット等を案内することを想定）

を、新規定関係情報を踏まえた上で、サポート（問合せへの対応等）をする。 

 

（３）中国当局からの追加情報により生じた、認定の対象外となった申請への対応 

新規定関係情報を踏まえた上で、中国側からの追加の情報提供により、指定品目に該当し

ないことが判明し、要項に基づく認定の対象外となった申請について、申請者に必要な連絡

等（提出書類の返送含む）を行う。 

 

（４）認定後の事業者からの変更申請等に係る事前審査 

要綱に基づき農林水産省が認定した施設について、eMAFFを通じて変更申請等があった

場合、当初申請内容との変更点を、当初申請及び変更内容がわかる添付書類等を用いて確

認し、新規定関係情報を踏まえたうえで、必要な修正・追加資料を申請者へ依頼し、再提出さ

れた内容を確認する。 

 

（５）中国へ提出するリストの管理のための情報整理 

農林水産省が中国当局へ提出したリストについて、（４）で申請のあった変更内容の整理を

含む施設情報管理のために必要な情報を、新規定関連情報を踏まえた上で、事業担当課が

指定する方法で整理する。 

 

（６）指定品目以外についてのリーフレットの作成及び企業への周知サポート 

新規定関係情報を踏まえた上で、指定品目以外について、新規定の内容及び登録手続き

を整理したリーフレット（指定品目以外を新規定第９条に基づいて登録する方法を中心に、中

国側へ直接登録が必要な第９条対応の方法を含め１０ページ以内を想定）及び eMAFFを通

じた登録方法を整理したリーフレット（１０ページ以内を想定）を作成する（リーフレットは電子媒

体のみの作成）。 
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（７）上記（１）から（６）までで実施した内容をとりまとめるとともに、事業者から質問があった内容

及び不備の多かった内容を整理し、今後企業が登録申請を実施するうえで参考となる情報を

取りまとめる。 

 

５．事業の結果 

（１）中国当局からの要請による追加の資料・情報等の要請対応 

新規定施行前後に判明した規定の運用に伴い、指定品目の中国政府への登録手続等が

変更となったことから、要綱が改正されることとなった。そのため、新たに明らかになった新規

定ガイダンスの内容を踏まえた上で適宜中国当局に確認をしつつ、事業担当課の要請、指示

に従い、まずは要綱に基づき当初認定された製造等施設（以下「認定施設」という。）計１０６施

設に対して、中国当局において登録が完了した施設と品目の情報等の照合確認を行った。連

絡は eMAFFの問合せ機能を通じて行った。 

さらに令和 4年 3月 24日付で改正要綱が成立したことから、その旨をすべての認定施設

に連絡し、今後の対応を案内した。 

①  当初認定事業者に対しては、中国当局から追加の資料・情報等の要請はなかったが、

今後変更申請等を行うには追加資料・情報が求められるため、まず当初認定施設に対し

て中国当局より付与された HS/CIQ codeが、認定施設が希望するものと一致しているか

の確認作業を行った。付与された HS/CIQ codeの情報をシングルウインドウから抽出して

とりまとめ、各認定施設に配布した上で登録申請をした製品との照合確認を依頼し、併せ

てシングルウインドウの機能「Product type query」を用いた HS/CIQ codeの検索方法を

説明し、各認定施設からの問合せに対応した。 

②  各認定施設からの①の回答及び質問事項等を適宜取りまとめ、事業担当課へ連絡し

た。 

③  ②で得られた回答内容を一覧に取りまとめ、事業担当課へ提出した。 

 

（２）指定品目についてのリーフレットの作成及び企業への周知サポート 

３月１７日付で農林水産省 HPに公開された要綱の改定案、および中国側からの追加情

報・資料提出要請及び新規定関係情報を踏まえ、新規定に対応するための現時点での登録

手続きを整理したリーフレットを作成し、事業担当課へ提出した。（添付資料 B１：リーフレット

「中国向け輸出食品の製造等企業登録について」） 

 

（３）中国当局からの追加情報により生じた、認定の対象外となった申請への対応 

認定施設のうち、新たに認定の対象外と判明した施設に対し、認定の対象外となった理由

の説明を行うと共に、eMAFFのお問合せ機能を通じて今後の必要な手続きを案内した。ま

た、対象外が確定した施設に対し、申請書類等の返送作業を行った。 
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（４）認定後の事業者からの変更申請等に係る事前審査 

認定後の事業者からの変更申請等の事前審査については、改正要綱が成立していないこ

とから実施はなかった。eMAFFを通じて変更申請のあった施設に対しては、変更申請におい

ても改正要綱に基づく手続きに変更になる旨を連絡し、同時に新規定ガイダンスの内容を踏

まえ、事前準備として、変更申請時に必要となる新規定ガイダンス附件２及び４を案内した。 

また、改正要綱に基づく今後の変更申請時には、シングルウインドウにて施設自ら申請内

容を入力する必要があることから、すべての認定施設に対して中国当局が作成、付与したシン

グルウインドウのアカウント（MAFF認定番号をその Registration No.に登録したもの）とパスワ

ードを配布し、E-mail設定等の初期登録を完了させ、中国における自施設の登録内容の確

認をしてもらうよう eMAFFのお問合せ機能を通じて連絡した。 

さらに令和 4年 3月２４日付で要綱が改正されたため、変更申請を一旦差戻し、改正要綱

に基づく申請手続きをしてもらうよう eMAFFを通じて連絡した。 

 

（５）中国へ提出するリストの管理のための情報整理 

認定施設１０６施設の現在状況、希望したが不足している HS/CIQ codeの有無と指定品目か

否かの情報を事業担当課の指定する方法で整理し、提出した。 

またそれらの情報と中国当局により今回付与された HS/CIQ code及び認定施設より不足し

ていると回答のあった HS/CIQ コードを Product type query より抽出して併せ、今後の変更申

請等の対応時に活用できるよう excelにて取りまとめ、参考資料として事業担当課へ提出し

た。 

 

（６）指定品目以外についてのリーフレットの作成及び企業への周知サポート 

① リーフレット作成について 

指定品目以外について、新規定関連情報を踏まえた上で、シングルウインドウへ企業自ら

行う登録手続きを説明するリーフレットを作成した。（添付資料 B２：リーフレット「中国向け輸出

食品（企業自ら中国政府に登録が求められる品目）の中華人民共和国輸入食品海外製造企

業登録管理システムへの登録申請方法（国際貿易シングルウインドウへの登録申請）」） 

事業開始時点において、２０２１年中に実施された各種セミナーや情報提供により既に制度

の存在はほぼ周知されており、問合せの中心はシングルウインドウの操作、登録内容等の詳

細な部分についてであった。マニュアルについては昨年中に「国際貿易シングルウインドウ」

の登録マニュアル（令和３年１２月９日版 農林水産省作成）や、「中華人民共和国の輸入食

品海外製造企業登録管理システム登録手順」（令和３年１２月国税庁作成）、「国際貿易シン

グルウインドウ」マニュアル（全体版）（令和３年１２月１日版中国当局作成 仮訳（農林水産省

作成））が HPで公開されていたが、それ以降にシステムの仕様が頻繁に更新・変更され現状

の操作と大きく異なっていたことから、最新の仕様に基づいたシングルウインドウの入力操作を



7 

 

中心にリーフレットを構成した。なお、リーフレットの内容は３月中旬の時点のシングルウインド

ウのものであり、今後も仕様変更がされることが十分考えられる。 

 

② 問合せ対応について 

指定品目以外のシングルウインドウについての問合せ対応は電話、メールにて実施した。

令和４年１月２５日から事業実施期間終了まで、平日９：００から１７：００で実施した。期間中合

計４１１件の問合せに対応した。 

 

③ 問合せ対応方法について 

問合せへの対応を行うため、事業開始後、まず弊会担当者がシングルウインドウのアカウン

トを作成し、自らシングルウインドウの操作を行いながら操作方法を確認した。アカウントは弊

会法人番号を使用し、ユーザー毎に法人番号の後ろに-1,2,3…と枝番号を付けて作成し、利

用を開始した。 

事業者からの問合せは個別に異なる状況であるため、一般的な操作や、入力内容につい

ての電話対応ではカバーしきれない事案が多くあった。そのため適宜問合せ者のシングルウ

インドウのキャプチャ画像を提供してもらうなどして対応した。 

 

④ その他情報収集について 

問合せへの回答のために、不明点等について中国海関総署のホットラインへ、合計 11回

質問及び一般的な解釈についての電話問合せを行った。 

 

（７）事業者から質問があった内容及び不備の多かった内容、今後企業が登録申請を実施す

るうえで参考となる情報 

指定品目関連 

① HS/CIQ codeについて 

当初、指定品目の申請手続きにおいては事業者が直接シングルウインドウを操作する機会

がなかったため、中国当局から付与された HS/CIQ codeをシングルウインドウ内の機能であ

る Product type queryを用いて確認する作業に苦慮する認定施設が多くあった。商品登録に

中国の 10桁の HS code と 3桁の CIQ codeが使用されているという基本的な説明を行った上

で、シングルウインドウのアカウント作成方法から Product type queryでの検索方法等をサポ

ートした。中国側輸入者に確認して確定することなどを勧め、認定施設が正確な HS/CIQ 

codeの情報を得られるようサポートした。 

確認した当該申請製品の HS/CIQ codeが Product type queryで検索したところ指定品目

でないことが分かった、という例も多く発生した。これらには「GACC Updates Decree 248 

Products List (February 16,2022 米国農務省（USDA）レポート)」にもあるように、新規定施行

以降にも頻繁に HS/CIQ codeの分類変更が中国側で行われ、指定品目への該当が変更さ
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れたことによるものが含まれていると考えられる。また、当該申請製品の HS/CIQ codeが

Product type queryに入っておらず検索しても出てこない、という事例もあった。ホットラインへ

の照会では「Product type queryで codeのないものはシングルウインドウでは取り扱うことがで

きない品目である」との回答であったことから、現状当該 HS/CIQ codeを登録することはでき

ないと考えられるが、今後の code変更等により可能となる可能性もあるため、HS/CIQ codeの

変更状況の確認を継続することが必要である。 

 

② シングルウインドウアカウントについて 

指定品目の登録申請に使用するためのアカウント（MAFF認定番号をその Register No.に

登録したもの）を認定施設に対し配布した際、当該アカウントは指定品目の登録にのみ使用

すること想定している旨を申し添えたところ、一つの施設が指定品目用と指定品目以外用の二

つのアカウントを作成、保有するのは適切ではないのではないか、との意見が事業者よりあっ

た。 

公式マニュアル等に「アカウントは一社につき一つだけ申請し、もし海外製造企業の製品が

『推薦登録』と『独自登録』のどちらにも該当する場合、独自に申請を行うのではなく、主管当

局にアカウント番号を割り当ててもらうことをお勧めします」と記載があるが、農林水産省推薦

品目に使用されるアカウントはすべてMAFF認定番号を Register No.として設定しており、今

後 MAFF認定を廃止した場合には MAFF認定番号も廃止され、ひいては使用アカウント自

体が利用不能になってしまう恐れがある。そのため指定品目用と指定品目以外用のアカウント

を分ける運用を想定した旨を説明し、それを理解した上で指定品目用のアカウントを指定品目

以外の登録に利用することは差し支えないことを説明した。 

 

③ ガイダンス附件４に関する相談 

 今後の手続きにおいて中国当局から要請されている内容が明らかになるにつれ、ガイダンス

附件４の対応方法についての相談もみられるようになった。附件４の内容は主に食品安全国

家標準食品生産汎用衛生規範（GB14881）などの中国国家標準への適合要求事項であり、ど

のように適合性を判断すべきか、根拠となる資料（エビデンス）はどのようなものを用意するの

が適切か、という相談であった。主要な中国国家標準の訳文はすでに農林水産省 HPで公開

されているものの、内容の理解、日本の食品衛生法や ISO規格などとの対応性の評価等は事

業者には難しく、事業者自ら自己チェックを適切に実施してもらうためには、今後わかりやすい

評価指針などを示す必要があると考える。 

 

（指定品目以外関連） 

シングルウインドウに関連する問合せの多くは、Webシステムの操作、画面の表示内容の意

味、どのような情報を入力すればよいのかの判断に苦慮する等の問合せが中心であった。主

要な問合せ内容とその理由の考察、対応は以下の通りである。 
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① シングルウインドウのアカウント作成関連 

アカウント作成の時点でうまくいかないという問合せが多数あった。特にシステム更新で追

加された E-mail verificationの操作部分でのつまずきが多く、原因としては Verification code

の入力と Send E-mail verification codeのボタンの位置と思われた。すぐ上の行に Picture 

verification codeの入力も配置されており、それぞれの Verificationの意味が正しく理解でき

ないため、どの順で入力、ボタン操作をするべきかわからなくなったと思われる。 

また、アカウント作成後に再度 Loginする際、Loginできないという問合せ例も多くあった。

大半はアカウント名かパスワードの記憶（入力）間違いであると推測されるが、Login画面の

Forgot passwordで再取得できるのはパスワードだけであり、アカウント名は確認や変更の方

法がない。Registration No.は一度登録すると同じものが使用できなくなるため、新しいアカウ

ントを再作成することもできず、対応に困る可能性がある。作成したアカウント名の確認や削除

要請等は中国当局へ電話等で問合せの上、書面で対応依頼をする必要があり、中国語での

電話連絡ができない事業者には非常に困難であった。 

 

② Application form queryの画面表示情報の見方 

Application form queryの画面は、作成、申請した Applicationの種類、現在ステータス、税

関からの連絡、承認・付与された China registration No.の確認まで利用する、重要な情報が

表示される画面である。Applicationを Submit した後、Application form queryに表示される各

情報を読み取り、承認フローの進捗、不備情報の連絡、承認完了、China Registration No.の

確認などを事業者が自ら行わなければならないが、多くの事業者がこの queryの表示情報の

見方を理解できなかった。Customs receipt、Institutional receiptの examineが通常の文字表

示のみで、Operationの examineのボタン表示と異なっており、クリックすることでポップアップ

ウインドウが開いてコメントを確認するという機能があることに気づかない事例も多かった。 

画面表示が英語・中国語のみであり、事業者の多くが examine（表示する、見る）、

Enterprise temporary storage（企業の一時保存、後の updateで Enterprise temporary saved

に表記変更）や Correction/Approved等のシステム上重要だが専門的な表現になじみがない

ことが原因と思われた。 

また、シングルウインドウシステムは、Chrome、Edge、Firefoxなどのブラウザでの使用を推

奨しているが、日本の多くのユーザーが未だ Internet explorerをよく利用していることも不具

合発生の原因になったと思われる。古いバージョンの Internet explorerを使用していることに

起因すると思われるボタンや文字の表示エラー、レイアウトなどの不具合の相談も見られた。

Internet explorerを利用しているユーザーの多くはWebアクセスする際に無自覚に Internet 

explorerを使用しており、ブラウザを選択することを知らないケースが多く、ブラウザの種類の

説明、選択方法などを案内する必要があった。 
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③ シングルウインドウの仕様変更について 

シングルウインドウの仕様変更は当該事業実施期間中に頻繁に行われた。そのためアカウ

ントの管理機能や、Application form queryで表示されるステータス表示内容など、重要な機

能が変更された際には「前回見た時と画面の表示が変わっている」という問合せが増加した。

事業実施期間中に確認できた主な updateは下記の通りである。 

・Application for modification（変更申請）、Application for extension（延長申請）、

Application for cancellation（取消申請）の追加 

・アカウント作成において、E-mail verificationの機能が追加（これにより E-mailの登録が

必須となり、update以前にアカウント取得済みのユーザーも再度 Login した際に、アカウン

ト管理画面より E-mail設定を行わなければならなくなった） 

・Integrated queryに Registration informationが追加 

・Account certificationが追加 

・Contact usが追加 

・Product type queryの検索項目に CIQ codeが追加、表示項目に Product rangeが新設 

・Application form queryのステータス等の各表示が変更 

システム更新に関する update通知や履歴表示の機能がないため変更の有無がわかりにく

く、Operation manual内の公式マニュアルの更新がされていないため、新しく追加された機能

の正確な利用方法等が現時点でもはっきりしないものがある。中国当局による公式マニュアル

の更新が待ち望まれる。 

 

④ 商品の追加登録の方法について 

一旦登録が完了し承認後に、新しい商品を追加するにはどのようにすればよいか、という問

合せも多数あった。すでに承認済みの商品と同じ Categoryに追加する場合は Application 

for modification より、承認済みの Applicationの変更申請を行う。異なる Categoryの場合は

新規登録と同様に Application for registration より登録を行うが、その使い分けを理解できて

いないケースが多く見られた。また先に登録した商品がすでに承認されていると思い込み、

Application for modificationに当該 Applicationが表示されず追加申請できないという相談も

あった。ほとんどの場合、Application form queryの画面表示と、Applicationの申請・承認フロ

ーの仕組みを説明することで解決した。 

 

⑤ 同一 Category内に同じ HS/CIQ codeの複数商品を登録した後の承認結果について 

同一 Category内に同じ HS/CIQ codeだが異なる名称の複数の商品を登録し承認された

が、その後に登録内容を確認したところ、一つの HS/CIQ codeのデータのみを残してそれ以

外の商品名情報が削除されている、という事例も複数発生した。この結果からみて、すべての

輸出商品を商品毎に登録する必要はなく、HS/CIQ code毎に登録をすればよいのではない

か、という事業者からの意見もあった。同じ HS/CIQ codeの商品情報の削除は当初はなく、２
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月中旬以降削除されているという問合せ事例が寄せられるようになった。また商品情報は削除

されたが、それに紐づく原料情報や生産関連情報などは残されていた。公式見解を得るため

事業担当課を通じて中国当局に当該事例についての見解を問合せていたところ、3月下旬に

回答を得た。商品名や原材料が異なるものは別商品としてそれぞれ登録することとの回答で

あり、得られた情報を事業者へ連絡した。 

 

⑥ Production correspondenceの登録内容関連について 

Production-related informationの Production correspondenceの登録内容関連についての

問合せも比較的多く寄せられた。公式マニュアルにおいてもこの部分への登録内容について

はあまり詳細な解説がなく、どのように利用して情報登録するのか不明であった。ホットライン

では、OEM製品等について委託元が自社アカウントで企業・製品登録を行い、委託先（製造

者）の情報をこの欄を用いて情報登録するとのことであった。 

 

⑦ 重要情報の変更、修正方法について 

シングルウインドウへ登録する情報のほとんどは Application for modificationにて修正、変

更申請が可能であるが、重要な変更事項である法定代表者の変更、施設住所の変更、所在

国（地域）の主管当局より付与された Registration No.の変更については、新規の登録申請が

必要とされており（新規定第１９条）、新たな登録申請が承認されると、元の China registration 

No.は自動的に失効し、元の登録資格は取消される（新規定逐条解説）とされている。しかし、

シングルウインドウでは承認済みのものと同じ Categoryの Applicationを新規作成することは

できないため、現在承認済みの Applicationについて重要事項を更新した新規の登録申請を

行う方法がない。 

法定代表者の変更方法について問合せがあったことから、この点についてホットラインに確

認をしたところ、現在のシステム仕様では法定代表者名を変更することができないため、シス

テムが update されるまでは代表者名の更新をせずにそのままにしておくか、Application for 

cancelationで一度キャンセル処理をしてから再度登録申請を行うかのどちらかの対応をする

ようにとのことであった。キャンセル処理をしてから再申請した場合、再申請の承認までの間一

時的に承認された登録申請がない期間が発生するため、不都合が発生する可能性がある。こ

の点について新たな updateがされた際は、事業者へ情報提供が必要である。 

以上 



中国向け輸出食品の製造等企業登録について３

2022年1月1日施行された「輸入食品海外製造企業登録管理規定（税関総署令第248号）（以下「新規定」とい
う。）は、施行前後に判明した規定の運用変更に伴い、中国向け輸出農林水産物・食品取扱施設の農林水産省に
よる中国政府への登録手続きが変更となりました。このため「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱
要綱」（以下「要項」という。）を改正いたしましたので、改正後の要綱にしたがって対応をお願いいたします。

２.日本政府による中国政府への推薦が必要とされている指定品目の確認の仕方
新規定7条に規定される18品目は、10桁のHS code及び3桁のCIQ codeで構成される製品品目で分類されます。分
類は国際貿易シングルウインドウ（https://cifer.singlewindow.cn）にアカウント作成・ログイン＊することに
より、Product type queryで検索、確認することができます。＊「国際貿易シングルウインドウへの登録申請」Ｐ１～３参照

シングルウインドウのメインメニュー
Product type queryをクリックし、Screening 
conditionsにHS code、Product name、CIQ 
code等を入力して品目を検索します。
Officially recommended registrationの欄が
Yesとなっているものが政府による推薦が
必要な品目です。Noとなっている品目に

ついては指定品目以外であるため、企業自
らシングルウインドウへの登録＊を行い、
中国当局の承認を受けてください。
＊「国際貿易シングルウインドウへの登録申請」Ｐ１～３参照

※中国当局は登録を求める品目のリストを
追加、更新、変更しているので、中国向け
の輸出食品を製造している皆様は自らが取
扱う品目の推薦の要否を適宜確認するよう
にしてください。

１.農林水産省による登録手続きが必要な企業
中国向けに政府推薦が必要な食品を最終製造・加工又は最終貯蔵・保管する施設（企業）
（食品添加物、包装材などの食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く）

３.申請に必要な資料等 （赤色文字が要綱改正により新たに追加、変更となったもの）

①次のいずれかの書類
・食品衛生法に基づく営業許可証
・食品衛生法に基づく営業届出を行ったことを示す書類
（食品衛生申請等システム上の営業届出情報閲覧画面の印刷）
・条例に基づく営業許可証（有効なものに限る）
・条例に基づく届出書の写し

②食品衛生監視票の写し
・許可業種は有効期間の１年前からのものに限る
・届出業種は直近の監視の際に交付されたものに限る

③登録手数料（10,400円）分の収入印紙を要綱別添（別紙様式１関連）に貼り付けたもの
④（要綱別紙様式１）申請書及び（要綱別紙様式１関連）Declaration of manufacturer
⑤要綱別紙様式６
⑥新規定ガイダンス附件４について以下の２種類の資料
・企業（施設）名称、企業（施設）所在地、記入日及び
適合性の判定欄（登録コード及び「主管当局の確認」列を除く）に全て英文にて記入したもの（word形式）

・添付書類の目録（日英）及び添付資料（英文）
⑦シングルウインドウ入力情報

農林水産省 令和３年度輸出環境整備緊急対策委託事業（中華人民共和国の輸入規制に対応するための体制整備実証事業）

農林水産省

添付資料B1:リーフレット中国向け湯集食品の製造等企業登録について」

https://cifer.singlewindow.cn/


４.改正後の要綱に沿った手続きの流れ
改正後の「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」に基づいて農林水産省共通申請サービス
（eMAFF）を通じて申請を行ってください。

eMAFFによる

申請

審査

シングルウインドウへの
登録

中国政府へ提出登録要請

承認

①申請に必要な資料を添付してeMAFFを通じて申請・収入印紙を貼り付
けた要綱様式を郵送してください。

②農林水産省にて提出された資料を基に要件に適しているか審査し、問
題がない施設に対し認定番号を付与します。

③申請者は付与された認定番号をLocated Country (Region) Register Number

としてシングルウインドウのアカウントを作成し、申請情報を登録しま
す。

④シングルウインドウに登録された情報を農林水産省が確認の上、資料
等を添付して中国政府へ提出し、施設の登録を要請します。（概ね１カ
月毎に実施）

⑤中国当局による審査を経て施設の登録が完了するとChina registration No.
が付与されます。

※eMAFFの「中国向け輸出農林水産物・食品施設認定」に係る申請機能は、2022年度４月（中旬受付開始予定）

からは改正後の要綱に対応したものとなる予定です。2021年度中は従来の申請機能を利用して改正要綱で必要と
される資料を添付して申請等を行ってください。

※改正前の要項に基づき施設認定・登録が完了した施設の変更申請等については、改正後の要綱に基づく変更申
請等で必要な資料が、改正後の要綱に基づき施設認定・登録が完了した施設と異なる場合がありますので、個別
にご連絡させていただいております。さらなる不明点は個別にお問い合わせください。

参考情報

改正後の要綱や関連情報については下記サイトに詳しい情報が掲載されていますのでご参考ください。

○中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html

○新規定ガイダンス（仮訳）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html

○中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html

○アジア | 証明書や施設認定の申請 輸出農林水産物・食品（製造等企業登録）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2-1.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
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農林水産省委託事業     　   「令和 3 年度輸出環境整備緊急対策委託事業（中華人民共和国の輸入規制に対応するための体制整備実証事業）」

申請はすべてシングルウインドウの Web システムで行います。使用言語は中国語か英語です。

※ブラウザは Microsoft Edge か Google chrome を推奨します。Internet Explorer では正しく作動しない可能性があります。

【Create an account】をクリックしてアカウント
作成を開始します。

※右上の【EN】【中】で表示する言語を英語 / 中国
語のどちらかを選択できます。ここで選択した言
語でこれ以降のページの表示言語が決まります。

どちらか
を選択

　中国政府は、2022 年 1 月 1 日より、中国に輸入される食品の製造等を行った企業の登録を求める「輸入食品海外製造企
業登録管理規定」（税関総署令第 248 号）（以下、「新規定」という。）を施行しました。これにより、中国へ食品を輸出す
るためには、製造等を行った企業の登録が必要です。ここでは企業自ら中国政府に登録が求められる品目について、中華
人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理システム（国際貿易シングルウインドウ）（以下、「シングルウインドウ」という。）
への登録申請方法について説明いたします。

※画面や仕様は 2022 年 3 月現在時点のものです。システムは予告なく頻繁に update をされており、今後も更新、変更、機能追加さ
　れることが予想されますのでご了承ください。

申請の大まかな流れ

アカウント作成 情報登録 申　請 審　査 承　認

シングルウインドウ Web Site の URL

アカウント作成 /Login 画面

https://cifer.singlewindow.cn

中国向け
4 4 4 4

輸出食品（企業自ら中国政府に登録が求められる品目）の

中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理システムへの
登録申請方法

（国際貿易シングルウインドウへの登録申請）

1

2

3

添付資料B2:リーフレット「中国向け輸出食品（企業自ら中国政府に登録が求められる品目）の中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理システムへの登録申請方法（国際貿易シングルウインドウへの登録申請）
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3.1 アカウント作成

3.2 Login 画面

アカウント情報を入力します。
赤い＊のついた項目は必須項目です。

❶ Username：
Login 時に使用するアカウントの名称

❷ Password：
Login 時に使用するパスワード

❸ Located Country(Region)：
JPN- 日本を選択

❹ Located Country(Region) Register Number：
   営業許可証等登録企業を一意に識別できる番号でな

ければいけません。同じ番号を使用したアカウン
トを複数使用することは出来ず、一度登録すると変
更できません。また、登録申請時に添付が求めら
れる Licensed production certificate issued by the 
competent authority of the country (region)（p6 参
照）との一致が求められています。一致しない場合
は Located Country (Region) Register Number（所
在国登録番号が付与されたこと）を証する書類を追
加でアップロードすることが求められています。

❺ Workplace：
企業名

❻ Contacts：
担当者名

❼ Contacts Mobile：
国際表記の携帯電話番号

❽ Contact Address：
企業所在

❾ E-mail：
アカウント作成時に Verification code を受信します。
すぐ確認できる E-mail address を設定してください。

❿ Picture verification code：
右隣の画像で表示された 4 桁の英数を入力します。

⓫ Verification code：
右 隣 の【Send email verification code】 ボ タ ン
を 押 す と E-mail に 登 録 し た メ ー ル ア ド レ ス へ
Verification code が送信されます。メールを確認し、
code をここへ入力してください。

すべて入力を終えたら Register now を押してくださ
い。アカウントが作成されます。

 LOGIN を押すと     の Login 画面に戻ります。

アカウント作成が成功するとこのような画面になります。

3

❶

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

❷

❹

❸ 「日本」を選択

※ ア カ ウ ン ト 申 請 完 了 後 に Username、
Located Country(Region)、Located 
Country(Region) Register Number は修
正できませんので、作成時によく確認して
ください。
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設定した Username と Password を入力し、右隣の
画像を読み取って Picture verification code を再度入
力して  Login を押してください。

作成したアカウントでシングルウインドウにログイン
ができました。

シングルウインドウメイン画面

メインメニュー

４

　画面の説明

左のグレー部分がメニューバーです。メニューバーの
右上 を Click するとバーをたたむことができます。

● Application for registration：
新規の登録申請

● Application for modification：
変更申請

● Application for extension：
延長申請

● Application for cancellation：
取消申請

● Integrated query：
総合検索　
※押すと Application form query と Registration 

information というサブメニューが出ます。
● Account certification：　

※ 2022 年 3 月に新しく追加されたメニューです。
企業自ら登録が求められる品目（政府推薦が必要
ない品目）の登録においては利用しません。

● Product type query：
HS/CIQ コードの検索

● Operation manual：
公式操作マニュアル　
※ Login 時に選択した言語（英語 / 中国語）のマニュ

アルが閲覧できます。
● Contact us：

問い合わせ　
※シングルウインドウに関する技術的な問い合わせ

窓口の E-mail アドレスが表示されます。
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登録申請

Application for registration を押し、登録申請する
Product category を選択します。

上部の Category は農水省等の推薦が必要な商品カテ
ゴリ（新規定 7 条の指定 18 品目）です。企業自ら登
録では選択ができません。
企業自ら登録する品目の場合は、下部の Category か
ら登録申請をする商品の Product category を選択しま
す。

※ Product category は商品の HS コード +CIQ コー
ドの 13 桁のコードで決定されます。中国輸入者を
通じて中国海関へ確認するなどして、登録する商品
の HS コード（10 桁）と CIQ コード（3 桁）をあら
かじめ把握した上で登録をしてください。
メ ニ ュ ー の Product type query で、HS コ ー ド、
CIQ コードから検索することも可能です。

５

日 本 政 府 よ り
推 薦 が 必 要 な
Product category

（企業自ら登録
では選択不可）

企業自ら登録が
で き る Product
category
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必須項目が異なる等、Product category 毎に登録内容
が異なります。ここでは例として Soy sauce を挙げ
ます。

Category から順に選択していきます。
❶【Seasoning(excluding sugar】をクリック
❷【Soy sauce】のアイコンをクリック
Soy sauce の Application form が開きます。

登録画面は 4 ページあります。最下部の【Next page】
ボタンで進むか、上部のタブでページを切り替えるこ
とができます。

（１）Basic information：基本情報
企業の情報と商品名、HS/CIQ コード等を入力し
ます。

（２）Production-related information：生産関連情報
商品に関連する情報を入力します。

（３）Declaration information：宣言情報
宣言書を添付します。

（４）Attachment information：添付情報
添付したファイルの情報をまとめたページです。

1 Current state：
　この Application の現在の状態を表示しています。
　赤い＊がついている項目は必須、それ以外は任意項
　目です。
　入力フィールドがグレーになっている部分は編集が
　できません。（アカウント情報などから引用）
　途中で中断する場合は  Save 、削除する場合は  Delete     
　を押してください。

❶ 所在国（地域）の登録及び承認機関の名称
❷ 企業名：

 Account 作成時に Workplace に入力した企業名が表
示されます。ここで修正もできますがしないことが
推奨されています。

❸ 工場建設時期　　　
❹ 州、省、所属地　　　
❺ 製造施設住所
❻ 法定代表者名　　　
❼ 法定代表者電話番号　　　
❽ 法定代表者 E-mail
❾ 担当者名　　　　　　
❿ 担当者電話番号　　　　　
⓫ 担当者 E-mail
⓬ 改修及び拡張の日付　　　
⓭ 改修及び拡張の項目　　　
⓮ 改修及び拡張した生産設備
⓯ 国（地域）の管轄当局が発行した生産許可証
⓰ 中国での登録・追加予定製品
⓱ 過去 2 年間の輸出取引履歴

（１）Basic information（基本情報）

5. 登録申請（例：Soy sauce）

❶ ❷

（１） （２） （３） （４）

❶

❷ ❸ ❹

❺

❻ ❼ ❽

❾

⓬

⓯

⓰

⓱

⓭ ⓮

❿
⓫

11
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⓯ Licensed production certificate issued by the
     competent authority of the country(region)：
     （国（地域）の管轄当局が発行した生産許可証）

p2 の Located Country (Region) Register Number
との一致が求められています。一致しない場合は
Located Country (Region) Register Number（所在
国登録番号が付与されたこと）を証する書類を追加
でアップロードすることが求められています。

 Upload attachments を押すとポップアップ画面が開
きます。

【 Add file】ボタンを押して添付するファイルを選択
し、 Save を押してファイルを upload します。

※日本の当局が発行した営業許可証等の企業の証明文
書を添付します。英語か中国語訳を作成して一緒に
添付してください。

⓰ Products to be registered/added to China
　 （中国での登録・追加予定製品）

 ＋Add ボタンを押すとポップアップ画面が開きます。
中国に輸出する製品を登録します。
1 つの Application で同じ Category の複数製品をま
とめて申請ができます。2 つ目以降の製品情報を入
力する場合は、⓲～㉓まで入力して Save の後、⓰
の ＋Add を押し、入力を繰り返してください。

⓲ 生産種別：
     生産 / 加工 / 貯蔵
⓳ 中国へ輸出する具体的な製品
⓴ HS/CIQ コード：

選んだ Category に含まれる HS code と CIQ code
の中から該当するものを選択します。【Click here】
から Product type query を開いて HS/CIQ コードの
一覧から検索して確認することができます。

㉑ 製品ブランド：
ブランド名がある場合は入力します。ない場合は
None と入力します。

㉒ 保管倉庫数：
Production type で storage にチェックを入れた場
合のみ入力できるようになります。

㉓ 保管倉庫の容量（立方メートル）：
Production type で storage にチェックを入れた場
合のみ入力できるようになります。

㉔ 設計年間生産・加工能力（tons/ 年）
㉕ 生産加工能力実績（tons/ 年）
㉖ 製品写真を添付：

⓯と同様に【 Add file】を押して upload します。

 Upload attachments

Products to be registered/added to China

⓲
⓳

⓴

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

⓱ Export trade history in recent 2 years
   （過去 2 年間の輸出取引履歴）

過去の実績がある場合に入力します。
㉗ 輸出製品の種類：
     ⓰で入力した製品から選択
㉘ 輸出の時期：
     西暦を選択もしくは直接入力
㉙ 輸出先国及び地域：
     リストから選択

 Save を押す。

 Export trade history in recent 2 years㉗

㉘

㉙ 



㉚ 
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2 ページ目 Production-related information（生産関連
情報）を入力します。

1 ページ目同様に　 Add ボタンと  Upload attachments  
ボタンを押して各ポップアップ画面を開き、入力 /
upload して Save を押して進めていきます。

㉚ 原材料 / 成分情報
㉛ 生産対応
㉜ 生産加工の使用水源

市水 / 企業所有の水源
・生産加工水の水質検査の有無
・自己所有水源の消毒の有無
  （企業所有水源を選択した場合のみ）

㉝ 生産工程
具体的な加工方法：加工方法を入力します。補足す
る資料がある場合は㉞  Upload attachments ボタ
ンより upload して添付します。

㉟ 総従業員数
㊱ 管理技術者数

 Next page で次のページへ

 （２）Production-related information
        （生産関連情報）

㉚ 

㉛ 

㉝ 

㉞ 

㉟ 

㊱ 

㊲ 

㊳ 
㊴ 

㊵ 

㉜ 

Raw material/ingredient information
（原材料 / 成分情報）

㊲ 中国へ輸出する具体的な製品：
   ⓰で入力した製品から選択します。複数の製品を入

力している場合は製品毎に㊳～㊵を入力します。
㊳ 原材料 / 成分名
㊴ 原材料の原産国（地域）
㊵ 製品に含まれる原材料・成分の割合（動物由来成分

を含む場合は、その動物由来成分の割合を記入）
複数の原材料がある場合は　 Add ボタンを押して
行を増やしてください。

 Raw material/ingredient information

＋

＋
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Production correspondence（生産対応）：
生産加工などを外部へ委託している場合に入力してく
ださい。

㊶ 中国へ輸出する具体的な製品：
     ⓰で入力した製品から選択します。
㊷ 関連企業の種類
㊸ その他の関連企業の種類（㊷で「Other」を選択し

た場合）
㊹ 関連企業名
㊺ 関連企業の所在国（地域）での登録番号取得の有無
㊻ 関連企業の所在国での登録番号（㊺で Yes の場合）
㊼ 関連企業の中国での登録番号取得の有無

 Save を押す。

企業登録管理規定の要件に適合することを誓約する企
業の声明書を添付します。

㊽ Click して Enterprise statement ファイルをダウ
ンロードします。

㊾ Enterprise statement ファイルに記入、署名押印
したものを  Upload attachments より upload し
ます。

 Next page で次のページへ

 Production correspondence

  Enterprise statement ファイルの記入

（３）Declaration information( 宣言情報 ) の入力

㊶ 

㊷ 

㊸ 

㊹ 

㊺ 

㊼ 

㊽ 

㊾ 

㊻ 



変更（追加）申請の方法６
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（１）から（３）で upload した添付ファイルを一覧で
確認し、   Preview を押します。

（１）から（４）のページが１ページにまとめられて表
示されます。
すべての登録内容を確認し、良ければ一番下の  Submit 
を押すと、申請が完了します。

（４）Attachment information の確認

メインメニューの Integrated query>Applocation form 
query から申請した Application の状況を確認するこ
とができます。

㊿ Application status：
現在の申請のステータスを表示します。承認される
とステータスは【Approved】になります。

� Customs receipt：
差し戻しなどで中国海関からのコメントがある場合、
Examine を押すとコメントを読むことができます。

� Institutional receipt：
差し戻しなどで機構からのコメントがある場合、
Examine を押すとコメントを読むことができます。

� Handle part：
 Application が今どこにあるかを示します。

� Operation：
Examine を押すと Application を開きます。申請中
は閲覧のみで入力内容を編集することはできません。

� Application type：
申請した Application の種類を示します。

� Registration Number：
申請が Approved されると登録番号が表示されま
す。登録番号は CJPN から始まる番号です。

申請後の進捗の確認方法　Application form query

� � ㊿ � � � �

承認を受けた後に、承認を受けた商品と同じ Category
に別商品を追加することができます。
Application for modification から変更申請を行いま
す。

※一度申請をした Application は審査が終了するか、
差し戻されるまでは編集ができなくなります。

※ Application for modification では、最後に変更内容
を補足する資料の添付が必須になっています。当局
の説明によると変更内容を説明、証することのでき
る資料であれば書式は問わないとのことです。変更
内容の説明、理由、根拠などを説明する資料を作成
して添付してください。

変 更 申 請 を す る と Application form query に Change 
application が追加され、変更が承認されるとステータ
スは【Approved】となり、変更申請が完了します。

変更申請可能な承認済の Application がある場合は、この
部分に表示されます。【Examine】で form を開いて編集
をして変更申請をしてください。
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どういう企業がシングルウインドウへ登録が必要で
すか？

中国へ輸出する食品等を製造、加工、貯蔵する企業が対象です。

1 1

食品添加物や食品包装材などの製造、加工、貯蔵企
業も対象でしょうか？

食品添加物や包装材などの食品関連製品については対象外です。

2 2

アカウントのパスワードを忘れてしまいました。
Login 画面の左下の【Forgot password】から password の再設定
をしてください。

5 5

輸出する商品の HS/CIQ コードがわかりません。

3 3
HS/CIQ コードはシングルウインドウ内の Product type query で
検索することができます。どの HS/CIQ コードを選択するのが適
切かについては日本側では判断がつきませんので、中国の輸入者を
通じて中国海関に確認するなどして決定してください。

これまで使用していた HS コードが Product type 
query で検索しても出てきません。

4 4
中国当局によると、Product type query にない HS/CIQ コードはシ
ングルウインドウでの登録はできないとのことです。その場合の対処
方法については不明です。HS/CIQ コードは現在頻繁に変更・追加さ
れているようなので、中国海関に個別に相談するなどしてください。

シングルウインドウへの登録の有効期限は？

7 7
登 録 有 効 期 限 は 5 年 間 で す。 継 続 登 録 申 請 は Application for 
extension より行うものと思われますが、まだ公式マニュアルなど
に情報がなく詳細は不明です。

シングルウインドウに関して中国当局へはどのよう
に問い合わせをすればよいか？

8 8
Contact us において、シングルウインドウに関する技術的な問題
の問い合わせ先として eport@chinaport.gov.cn が公開されていま
す。また中国海関総署のホットラインが開設されています。（中国
語のみ対応、農林水産省 HP に番号掲載）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html

承認を受けた後に登録した内容が一部間違えている
ことがわかりました。どのように修正すればよいで
すか？

6 6
承認後の情報変更は Application for modification より行います。
Application for modification の中で編集可能になっている項目で
あれば編集し、変更申請をして承認を受けてください。なお新規定
逐条解説などによると、製造施設の住所変更、代表者の交代、所在
国（地域）の登録番号の変更などの重要な情報については変更申請
はできず、新規登録申請を行わなければならないとされています。
これら重要情報の変更による新規登録申請の手順については、公式
マニュアルなどにまだ情報がなく詳細は不明です。

よくある質問



お問合せ窓口
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農林水産省では新規定への対応のため、専用窓口を設け、
食品事業者の皆様の申請手続きに対応いたします

中国向け輸出食品の製造等企業登録
（企業自ら中国政府に登録が求められる品目）

の制度に関するお問い合わせ

専用窓口（委託先）：一般財団法人新日本検定協会　食品営業グループ

メールアドレス  sk-exportfd@shinken.or.jp

TEL  045-273-1408


