
　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。ここでは日本政府が登録を行うことが求められている品目
について、企業からの登録申請の方法について説明します。

申請の
承認結果通知の

確認gBizIDアカウントを取得

アカウントの取得
共通申請サービスにログイン

↓
申請する手続を選択

↓
申請内容を入力し申請を提出

申　請

1 申請の大まかな流れ
　申請は、農林水産省共通申請サービス（eMAFF）で行います。申請内容の入力、申請の提出、申請の承認結果通知の確認までを行う
ことができます。
※農林水産省共通申請サービス（通称：eMAFF ）について　https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/200318.html

（3）�正常にログインすると、共通申請サー
ビスポータル（申請者用）の画面が表
示されます。

※ ログインは二段階認証となっています。gBizIDに登録したメー
ルアドレスに、認証コードのメールが送信されますので、認
証コードを入力していただく必要があります。

・gBizIDプライムのIDを取得する必要があります。
・ gBizIDとは、経済産業省が実施する、法人・個人事業主向け共

通認証システムです。 gBizIDを取得すると、一つのID・パスワー
ドで、いろいろな行政サービスにログインできます。

（2）�gBizIDのアカウントIDとパスワード
を入力します。

gBizIDについて　https://gbiz-id.go.jp/top/
gBizIDプライム申請　https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show 
gBizIDに係るお問合せ先　https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html

詳細はこちらをご覧ください。

農林水産省委託事業 「令和３年度輸出環境整備推進委託事業（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調査事業）」

2 ログイン

中国向け
4 4 4 4

輸出食品の
製造等企業
農林水産省への登録申請方法

（1）�下記のURLにアクセスして、「gBizID
でログイン」をクリックしてください。�
eMAFF�URL：https://e.maff.go.jp/

ここから
ログイン
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3 申請手続き

申請内容の入力途中で、ブラウザの「戻る」ボタンや「再読み込み」ボタンを押すと、それまで入力した内容が消え
てしまいますので、ご注意ください。入力途中の申請内容を保存してから、他の画面に移動する場合は、必ず、「一次
保存」ボタンを押してから、「キャンセル」ボタンを押してください。

1 「申請」ボタンから「申請情報管理」を選択します。 2  「あなたの申請一覧」画面の右上の「新規」ボタンをクリッ
クします。

　共通申請サービスで申請書を作成し、農林水産省本省　輸出・国際局長に提出します。

3  「申請選択」画面の「制度を選択」の欄に
「中国」と入力し、表示された一覧から「中
国向け輸出農林水産物・食品施設認定」を
クリックします。

4  「手続を選択」の「 」ボタンを押下し、
表示された一覧から「中国向け輸出農林水
産物・食品施設認定申請」をクリックしま
す。

5  「申請する年度を選択」をクリックすると、
申請に適した年度2021年度が自動選択さ
れます。

6 「次へ」ボタンを押下します。

3 「中国」と入力し、
「中国向け輸出農林水産物・食品施設認定」を選択

4 「中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請」を選択

5 2021年度が自動選択されます

6

「中国向け輸出農林水産物・食品施設認定　中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請」画面が表示されます
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（2）登録製品情報の入力
1  左の編集ボタン「 」をクリックして編集します。 

製品名称が異なるものは、別途行を追加して（＋ボタンをクリック）入力してください。

2 「HSコード（6桁）」税関申告と同じHSコードを6桁で入力してください。

3 「分類」：矢印をクリックし、該当するものを選択してください。

4 「製品名称（日本語）」：一般的な名称（商品名ではない）、表示に使用する名称を記載してください。

5 「製品名称（英語）」：入力した「製品名称（日本語）」の英訳を入力してください。

4

2

5

3

4 「中国向け輸出農林水産物・食品施設認定　中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請」の入力方法
（1）申請内容の入力

1 「申請年月日」：申請日を入力してください。

2  申請情報の提出先（地域レベル）に「国」を、提出先（地域名）
に「農林水産省」を選択してください。

3 「提出先」：「輸出・国際局長」を選択してください。

4  「施設の名称、所在地」：
　 認定を受けたい施設の名称、所在地を日本語と英語で入力し

てください。
　 施設の名称（英語）は産地証明書に記載する名称と一致させ

てください。

5  「施設の情報」：矢印をクリックし、申請施設が該当するもの
を選択してください。

① 食品衛生法又は条例に基づく営業許可を有する施設であって
食品衛生監視員による監視指導の結果を食品衛生監視票で確
認可能な施設

② 食品衛生法又は条例に基づく営業届出を行っている施設であっ
て食品衛生監視員による監視指導の結果を食品衛生監視票で
確認可能な施設

※選択した施設の情報によって、必要な添付書類が異なります。
①もしくは②のいずれかを選択した方はp4（3）に記載の添付資
料をPDF形式にて添付してください。

6  「企業類型」：矢印をクリックし、申請施設が該当するものを
選択してください。

入力内容の消失を防ぐために入力途中で「一時保存」を押下するようにしてください。
「一時保存」を押下すると、保存した状態から再開することができます。
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6 「保管条件」：
　 矢印をクリックし、該当するものを選択してください。

7 「左記保管条件「その他」の内容」：
　  「保管条件」において「その他」を選択した場合に具体

的に日英併記にて記載してください。

8 「最終加工工程」：
　  矢印をクリックし、該当する最終加工工程を選択してく

ださい。
　  該当しない工程がある場合は、「その他」を選択してく

ださい。
　  貯蔵・保管施設については貯蔵・保管条件を記載してく

ださい。

上記明細行の項目を入力し終えたら、右下の「登録」をクリックしてください。

10「生産加工能力（トン／年、保管倉庫は保管容量を記載）」：
　  施設が加工施設である場合は、施設の1年間当たりの食

品の生産能力を、製品重量ベースで記載し、施設が保管
倉庫である場合は、施設の保管容量を記載してくさだい。

11「施設の連絡先」：
　  施設の連絡先電話番号、メールアドレス、担当者名（日

本語）、担当者名（ローマ字）をそれぞれ入力してください。

12「認定後の公表への同意」：
　  了承できることを確認し、チェックしてください。

13「中国向け輸出農林水産物・食品施設に係る企業声明」：
　  記載内容を声明できることを確認し、それぞれチェック

してください。

9 「左記最終加工工程件「その他」の内容」：
　  「最終加工工程」において「その他」を選択した場合に

具体的に具体的に日英併記にて記載してください。
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（3）添付書類
ア． （1） 5 で「①食品衛生法又は条例に基づく営業許可を有する施設であって食品衛生監視員による監視指導の結果を食品衛生監視票

で確認可能な施設」を選択した方は、必ず、以下4種類の資料をPDF形式にて添付してください。
　　ｉ）営業許可証（有効なものに限る）の写し
　　ⅱ）ｉ）の仮英訳（※HPに掲載された英訳例を参考にしてください。）
　　　　 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
　　ⅲ）食品衛生監視票の写し（許可の有効期間の1年前からのものに限る）
　　ⅳ） ⅲ）の仮英訳（※HPに掲載された監視票（英訳版）新旧2種類のうち保有する監視票にあったものをどちらか選択して利用し

てください。）
　　　　 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china

イ． （1） 5 で「②食品衛生法又は条例に基づく営業届出を
行っている施設であって食品衛生監視員による監視指
導の結果を食品衛生監視票で確認可能な施設」を選択
した方は、必ず、以下3種類の資料をPDF形式にて添付
すること。

　　ｉ） 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）（ブラウザ印刷機能にて印刷したもの）
又は条例に基づく営業届出書の写し

　　ⅱ） 食品衛生監視票の写し（直近の監視の際に交付さ
れたものに限る）

　　ⅲ） ⅱ）の仮英訳（※HPに掲載された監視票（英訳版）
新旧2種類のうち保有する監視票にあったものをど
ちらか選択して利用してください。 ）

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

●まだ、申請は終了していません。
1  申請ボタンをクリックすると、申請内容のエラーチェックが行われます。
　 エラーが見つかった場合は、画面上部に、赤い背景のエラーメッセージが表示され、申請が中断されます。
　 メッセージ内容に従って、申請内容を確認・修正し、再度「申請」ボタンを押下してください。

15 入力は終了です。「申請」をクリックしてください。
　・ 入力した内容で申請を提出する場合は、画面下部の「申

請」ボタンをクリックしてください。
　・ 後で申請する場合は、画面下部の「一時保存」ボタン

を押下して一時保存してください。

3 �「申請」ボタン押下後、正常に申請された場合は、「申
請書の編集」画面が自動的に閉じて、「申請情報一覧」
画面に戻り、画面上部中央に緑色の背景で「保存さ
れました」と表示されます。

●申請が終了しました。
　提出した申請の受付、審査状況を「申請情報一覧」の画面の「ステータス」欄で確認することができます。

14  「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」＊

別添（様式1関連）へ申請者情報を記載し、収入印紙を添
付後、p6の「5 登録手数料について」の宛先に郵送し、チェッ
クします。

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

2  申請内容にエラーがなかった場合は、画面上部に、
赤字で「以下の内容で間違いがなければ、「申請ボタン」
を押してください。」とメッセージが表示されます。

　 入力内容に問題がなければ、「申請」ボタンを
押下します。
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（1）申請者による代理申請の委任
1  画面上部の「各種設定」ボタンをクリックし、表示された一覧から「代

理申請一覧」をクリックします。

6 通知が届いたら
（１）修正通知が届いたら   操作マニュアルのp116をご覧ください。
（２）差戻し通知が届いたら   操作マニュアルのp120をご覧ください。
（３）認定番号通知が届いたら   操作マニュアルのp122をご覧ください。
（４）承諾通知が届いたら   操作マニュアルのp124をご覧ください。

5 登録手数料について
　登録に当たって、登録手数料が必要です。申請時に、要網の別添（様式1関連）に10,400円分の収入印紙を貼付し、以
下へ送付してください。収入印紙までが揃って、申請の受付となります。
＜送付先＞〒100-8950�東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省�輸出・国際局輸出支援課
中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請�係

7 代理申請の委任・受任
　申請者が、申請代行者に代理申請を依頼し、申請代行者が代理申請を引き受ける手順です。 

　申請者は、代理申請の機能を利用して、共通申請サービスで
の申請内容の入力・申請を、行政書士等の申請代行者に委託す
ることができます。
　申請代行者は、自ら取得したアカウント（gBizIDプライム）
で共通申請サービスにログインし、申請者に代わって、申請内
容の入力や申請、審査結果に関する対応を行います。
　なお、代理申請を委託するための契約等につきましては、別途、
申請者と申請代行者との間で事前に行ってください。

　共通申請サービス上で代理申請を行うための処理
　第三者が無断で代理申請を行うことなどがないように、申請
者及び申請代行者は、共通申請サービス上で、代理申請の委託・
受託の処理を行います。

　共通申請サービス上で、申請者が申請代行者に依頼し、申請
代行者が承諾した場合に限って代理申請が可能となります。

2 �「代理申請一覧」画面が表示されます。
　 「経営体検索」をクリックすると「経営体情報検索」画面が表示されま

すので、「経営体情報検索」画面の検索条件に、申請代行者の「法人名
/屋号」や「代表者氏名」を入力し、申請代行者の経営体情報を検索し
ます。

3  代理申請を依頼する申請代行者が一覧に表示されたら、左端の「○」
をクリックして選択した後に、「選択 」ボタンをクリックします。

4  「経営体情報検索」画面で選択した申請代行者の経営体IDが、代理申
請一覧画面の「経営体ID」に設定されます。
　 「制度」の入力欄をクリックし、申請代行者に代理申請を依頼する制度

を選択します。
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1 画面上部のメニューから「操作マニュアル」を押下します。

2 「マニュアル一覧」画面が表示されます。

3  「マニュアル一覧」画面から、閲覧したいマニュアルの右側にある詳
細の「 」を押下します。

4 マニュアルのPDFファイルがダウンロードされますので、ダウンロード後、
ファイルを開いてマニュアルを閲覧します。

　申請者は、申請代行者への代理申請を解除することができます。申請者が代理関係を解除した場合、申請代行者に対して電子メール
で通知されます。なお、申請代行者から代理申請を解除することはできません。
※詳細については、操作マニュアルのp160〜162をご参照ください。

8 代理申請の解除

5  「代理申請委任」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示さ
れます。表示されている申請代行者を確認し、再度、「代理申請委任」　
ボタンをクリックします。

 ※ この時点では、申請者から申請代行者に依頼をしている状態であり、代理申請の委任は完了していません。
 ※ 申請代行者が、代理申請の依頼について、承諾または不承諾をすると、申請者に、代理申請結果通知が

届きます。
 ※ 代理申請結果通知の確認に関する詳しい操作手順については、操作マニュアルのp150〜153をご参照く

ださい。

（2）申請代行者による代理申請の受任
　申請代行者が、申請者からの代理申請依頼を受付けるためには、申請
代行者の機能を有効化する必要があります。機能の有効化は、「経営体プ
ロフィール」画面にて行うことが可能です。
※詳細については、操作マニュアルのp154〜159をご参照ください。

6  ポータル画面の通知欄に表示されている代理申請依頼通知の「 」ボ
タンを押下します。

7  事前に代理申請の契約等を交わした申請者からの依頼であることを確
認し、「承諾」ボタンを押下します。契約等を行った覚えのない依頼の
場合は、「不承諾」を押下します。

（3）申請者による代理申請結果通知の確認
9  申請者は、電子メールやポータル画面の通知欄で、申請代行者が代理

申請の依頼を承諾したか否かを通知する代理申請結果通知が届いてい
ることを確認することができます。

共通申請サービスの操作マニュアル

8  「各種設定」ボタンを押下し、表示された一覧から「代理申請一覧」
を押下します。
　 代理申請の依頼者の経営体情報が表示されます。依頼者のステータス

が「承諾」になっていることを確認します。
　�申請代行者は、代理申請の依頼者に代わって申請内容を入力し、申請

することができるようになります。
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お問い合わせ窓口

中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に
関するお問い合わせ

専用窓口（委託先）：公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部

TEL 03-6384-5117　
メールアドレス　nshoku-se@jfha.or.jp

（受付時間 9:00 ～ 17:00、土日祝祭日を除く）

　Webフォーム、メール、お電話で共通申請サービスのシ
ステムに関するお問い合わせをすることができます。

（1）Webフォームでのお問い合わせ
　eMAFF画面上部のメニューから「お問い合わせ」を押
下すると、お問い合わせ一覧が表示されますので、「新規」
ボタンを押下し必要事項、お問い合わせ内容等をご入力く
ださい。

（2）メールでのお問い合わせ
＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞
メールアドレス　system-helpdesk@emaff-ks.jp

（3）お電話でのお問い合わせ
＜農林水産省共通申請サービス問合せ窓口＞

TEL 0570-550-410（ナビダイヤル）
※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。

お電話の受付時間
平日9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

　「申請書の編集」画面で、申請の提出先に、申請内容に
関するお問い合わせをすることができます。

1��「申請情報一覧」画面に表示されている申請情報の中か
ら、お問い合わせをする申請情報の右端の「 」ボタ
ンを押下します。

2��「申請書の編集」画面が表示されたら、「お問い合わせ」
タブを押下します。

3��お問い合わせの内容が表示されます。新規のお問い合わ
せをする場合、「お問い合わせ作成」ボタンを押下します。

� �お問い合わせ先は「食料産業局　輸出先国規制対策課」
（「輸出・国際局　輸出支援課」の旧組織名）で問題あり
ません。令和3年10月までは旧組織名で表示されます。

4��審査組織から回答が返信されると、ポータル画面の通
知に「申請照会回答通知」が届きます。

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

農林水産省委託事業「令和3年度輸出環境整備推進委託事業（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調査事業）」

eMAFFでの申請に
関するお問い合わせ

eMAFFの
使用方法・操作に

関するお問い合わせ

8
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今般、中国政府から日本からの輸出実績がある食品であって日本政府による中国政府への
登録が必要な品目のリスト（以下「既貿易品目リスト」という。）及び当該既貿易品目の登録
様式が通知されたことから、 「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。）を改正いたしました。事業者の皆様におかれましては、改正後の要綱
にしたがって、以下のとおりご対応方よろしくお願いいたします。
○農水省HP：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
○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

既貿易輸入食品リスト（次ページ）に掲載された食品で、2017年1月1日以降に中国への
輸出実績がある場合には、 改正後の要綱に基づき、eMAFFにより2021年10月22日
までに申請してください。10月23日以降も申請は可能です。

上記１と同様にeMAFFにより申請をお願いします。11月末の農林水産省から中国政府
への登録要請への掲載を希望される事業者におかれましては、10月末までに農林水産省へ
の申請を完了していただけますようお願いします。

農林水産省

2021年10月22日までに申請

１．既貿易輸入食品リスト※に掲載された食品で輸出実績がある場合

２．上記１の場合以外で日本政府による中国政府への登録が必要
な品目に該当する場合

注）既にeMAFFで申請済の方は、追加資料添付のため一度申請を差し戻させて頂きます。改正後の取り扱い要項別紙様式６
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china）に記入の上、差し戻された申請に添付して、申請
を続けて下さい。

３．上記１及び２以外（企業自ら登録が必要な品目に該当する場
合）

2021年11月以降に、国際貿易シングルウィンドウ（www.singlewindow.cn）を通じ
て「輸入食品海外製造企業登録管理応用」システムから、申請手続きをお願いします。
なお、改正前の要綱で対象であったが改正後の要綱では別紙の品目分類により、申請対

象とならなくなった場合（例、醤油、ソース等ＨＳコード2103～2104の製品）、当該申
請は有効な申請とはなりません（eMAFFにて申請を差し戻しさせて頂きますので、申請の削
除をお願いいたします）。
改めて上記国際貿易シングルウィンドウを通じた登録をお願いいたします。

中国向け輸出食品の製造等企業登録について２

農
林
水
産
省

中
国
政
府

eMAFF申
請
者

2021年10月31日
までに登録要請

１.と２.についての詳細は要綱をご確認下さい。

注）既にeMAFFで申請済の方は、追加資料添付のため一度申請を差し戻させて頂きます。改正後の取り扱い要項別紙様式６
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china）に記入の上、差し戻された申請に添付して、申請
を続けて下さい。

別添2-3

-39-



○日本政府による中国政府への登録が求められている品目

○要綱別紙様式６ 施設情報登録用紙（要項改正により追加しました。）

農林水産省

注）詳細は「中国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」別紙をご確認ください。 →

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

詳細は「中国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」別紙様式６をご確認ください。→ 
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china）

主な記入事項：eMAFF登録番号、登録施設の名称（英文）、申請対象施設の住所（英文）、施設
タイプ、品目分類、製品名称（英文）、既貿易輸入食品リストに該当する製品がある場
合にその品目名、中国のＨＳコード（10桁）、中国への最終輸出日（該当ある場合）

品目分類
既貿易品目リスト

（2017年1月１日以降日本からの輸出実績がある食品であって「輸入食品海外製造企業登録管理規定」（税関総
署令第248号）第７条の「所在国の主管当局が税関総署に登録を推薦する食品」と中国当局から通知された品目）

ミツバチ製品（蜂产品）
蜂蜜（蜂蜜）、プロポリス（蜂胶）

食用油脂及び搾油原料（食
用油脂和油料）

食用植物油（食用植物油）、ゴマ（芝麻）

餡入り小麦粉製品（包馅面
食）

餡入り小麦粉製品（包馅面食）

食用穀類（食用谷物）
麦芽（麦芽）、そば（荞麦）

穀類製粉工業製品及び麦芽
（谷物制粉工业产品和麦芽）

大豆粉（大豆粉）、蕎麦粉（荞麦粉）、殻剥き蕎麦（去壳荞麦）、殻剥きキビ
（去壳黍子）、小麦粉（小麦粉）

生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥
豆類（保鲜和脱水蔬菜以及
干豆）

サツマイモ（甘薯）、乾燥白インゲン（干白豆）、乾燥アズキ（干赤豆）、乾燥豆粉
（干豆粉）、乾燥サツマイモ（干甘薯）、乾燥サトイモ（干芋头）、乾燥インゲン
（干芸豆）、生鮮・冷蔵又は乾燥非種子用レンコン（鲜、冷藏或干的非种用藕）、
生鮮又は冷蔵ソラマメ（鲜或冷藏的蚕豆）、生鮮又は冷蔵ハクサイ（鲜或冷藏的大
白菜）、生鮮又は冷蔵ニンジン（鲜或冷藏的胡萝卜）、生鮮又は冷蔵エノキタケ
（鲜或冷藏的金针菇）、生鮮又は冷蔵ダイコン（鲜或冷藏的萝卜）、生鮮又は冷
蔵コンニャク（鲜或冷藏的魔芋）、生鮮又は冷蔵ゴボウ（鲜或冷藏的牛蒡）、生鮮
又は冷蔵アガリクスタケ（鲜或冷藏的三菌属蘑菇）、生鮮又は冷蔵ヤマイモ（鲜或
冷藏的山药）、生鮮又は冷蔵茎ニンニク及び葉ニンニク（ニンニクの芽を含む）（鲜
或冷藏的蒜苔及蒜苗（包括青蒜））、生鮮又は冷蔵ニンニク（鲜或冷藏的蒜
头）、生鮮又は冷蔵エンドウ（サヤの有無によらない）（鲜或冷藏的豌豆（不论是
否脱荚））、生鮮又は冷蔵タマネギ（鲜或冷藏的洋葱）

調味料（调味料） ハッカク（八角茴香）、タイムの葉（粉）（百里香叶（粉））、サフラン（番红花
（西红花）CrocussativusL.）、乾燥バラ（干玫瑰花）、胡椒（胡椒）、サンショ
ウ（花椒）、ウコン（姜黄）、ワサビ粉末（芥末粉）、カレー粉末（咖喱粉）、クミン
シード（枯茗子）、苦キョウニン（苦杏仁）、甜キョウニン（甜杏仁）、トウガラシ粉末
（辣椒粉）、乾燥トウガラシ（辣椒干）、バジル粉末（罗勒粉）、オレガノの葉（オ
レガノの葉の粉を含む）（牛至叶（包括牛至叶粉））、生姜（生姜）、コリアンダー
（芫荽子）

堅果及び種子類
（坚果与籽类）

アーモンド（扁桃仁（巴旦木））、乾燥殻剥きクルミ（干的去壳核桃）、乾燥殻剥
き又は殻付きピスタチオ（干的去壳或未去壳开心果（阿月浑子果））、可能殻付
きクルミ（干的未去壳核桃）、乾燥殻剥き又は殻付き栗（干的未去壳或去壳板
栗）、殻付き冷凍栗（未去壳的冷冻板栗）、乾燥マカダミアナッツ（干的夏威夷果
（马卡达姆坚果、澳洲坚果））

ドライフルーツ（干果） レーズン（葡萄干）

未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆
（未烘焙的咖啡豆与可可豆）

特別用途食品
（特殊膳食食品）

特殊用途食品（特殊膳食用食品）

保健食品（保健食品）
保健食品（保健食品）
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11

令和３年度輸出環境整備推進委託事業（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調査事業）

報告書（概要版）

日本政府による中国政府への企業登録が求められている
品目に関するFAQ

公益社団法人日本食品衛生協会

別添3

22

日本政府による中国政府への企業登
録が求められている品目について

詳細は、農林水産省ホームページ「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」を参照く
ださい

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kig
youtouroku2.html
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33

対象の事業者について
おもな問い合わせ 回答

製造者（OEM含む）、輸出
者どちらが登録すればよい
か

中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯
蔵

＊
企業（食品添加物、食品関連製品の製造、加

工、貯蔵企業は除く）となります

＊貯蔵の範囲について 貯蔵・保健施設は「食品の貯蔵又は保管施設であって食品衛
生法に基づく営業許可を有し若しくは営業届出を行っている
施設、又は条例等に基づく食品製造等の営業許可を有し若し
くは営業届出を行っている施設（中国向け輸出農林水産物・
食品について、当該許可若しくは届出の範囲で貯蔵又は保管
のみを行う施設） 」です。
なお、食品衛生法上、冷凍・冷蔵倉庫業については営業届出
の対象となりますが、常温は対象外となり、本要綱でも冷凍・
冷蔵倉庫業を対象と想定しております。

輸出者や委託元が申請で
きないのか

代理申請が可能です

44

対象品目（7条品目）について
7条品目のうち、中国向け輸出水産食品及び別途動植物検疫協議が必要な
農林水産物・食品を除く12品目が対象となり、日本政府による中国政府へ
の企業登録が必要となります。（eMAFFによる申請手続き）

これらの品目の詳細は「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」別
紙をご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_asia-398.pdf

おもな問い合わせ 回答

7条品目に該当するかは
どのように確認すればよ
いのか

自社製品がこれらに該当するかについては、輸入業者等通
じて中国政府へ確認の上で、申請してください。

対象品目のHSコード（中
国輸入申告時のHSコー
ド）で確認できないか

国際貿易シングルウィンドウ（www.singlewindow.cn）（外部
リンク）の「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページの
HSコード検索において、政府推薦に該当するとされている
製品が対象となります。
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55

対象品目について
おもな問い合わせ 回答

すでに水産加工品を輸
出しているが、あらため
て登録が必要なのか
（厚生局で登録し輸出
している）

水産食品に関しては、地方厚生局が窓口になり、既
に厚生労働省で登録されているに場合は登録不要で
す。

7条品目に該当しない
場合は、登録しなくてよ
いか

7条品目以外については、企業自ら中国政府に登録
が求められる品目の登録方法（国際貿易シングルウ
インドウ）となります

66

品目による申請先について
おもな問い合わせ 回答

日本政府による中国政
府への企業登録が必要
な品目の登録先

営業許可証もしくは届出書の当該営業者（代表者）にお
いてgBizIDプライムを取得の上、eMAFFにて申請してくだ

さい。申請にあたりましてはリーフレット「中国向け輸出
食品の製造等企業登録について2」を参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/ki
gyoutouroku2-2.pdf

企業自ら中国政府に登
録が求められる品目の登
録先

中国政府が運用する国際貿易シングルウィンドウにて
登録いただけます。こちらは中国語か英語での入力とな
りますので、農林水産省作成のマニュアル等参照くださ
い。www.singlewindow.cn

7条品目（日本政府経由
での登録）と9条品目（企

業自ら登録）は両方申請
する必要があるのか

「政府登録品目で施設登録をすれば、企業登録は不要」
という規定ではありません。よって、それぞれで登録が
必要です。
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77

eMAFFでの申請方法について
おもな問い合わせ 回答

eMAFFでの申請はどのよう
に行うのか

ｇBizID（ｇBizプライム）を取得後、eMAFFにログ
インします。

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2」を参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/atta
ch/pdf/kigyoutouroku2-2.pdf

製造者と輸出者、どちらが
申請したらよいか

登録いただくのは製造施設となりますので、
製造者の申請となります。ただし、輸出者等
の代理申請は可能ですので、その場合は2社
間で確認の上、申請願います。

ｅMAFF申請の製品名は何を
入れればいいのでしょうか

表示ラベルの名称にあたる一般名称を申請く
ださい。

最終加工は何を入れればい
いのでしょうか？包装や梱包
も含みますか。

申請の対象は製造、加工、貯蔵であり、「包装・
梱包」は最終加工にあたりません。梱包の前の
工程を最終工程としてください。

88

eMAFFでの申請方法について
おもな問い合わせ 回答

HSコードは日本と中国
のコードがあるが、ど
ちらを使えばよいのか。
HPにある中国側から
（判定された）資料は
何を添付すればよいの
か

原則日本のコードで入力いただきます。
現在輸出する際に日本のコードを使っているの
であれば、日本のコードとなります。なお、す
でに製品を輸出していて、中国のコードを指定
するよう指示のあった場合は中国側で判定され
た書類を添付いただきます。

同じHSコードで異なる
製品がある場合、登録
したHSコード全て輸出
可能になるのか

同じ施設、同じHSコードで異なる製品を輸出す
る場合は、変更申請により品目を追加する必要
があります
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eMAFFでの申請方法について
おもな問い合わせ 回答

施設の連絡先とはｅ
MAFFを申請している担

当者ではなく、施設の
連絡先を入力すればい
いのでしょうか？

ｅMAFFの施設の連絡先については、施設の連絡
先を入力してください。

「要綱別紙様式６ 施
設情報登録用紙」のエ
クセルですが、アップ
ロードの仕方が分かり
ません。

別紙様式６のエクセルファイルですが、農林水
産省ホームページからダウンロードしたものを
ご使用いただき、営業許可証を添付するところ
へ、エクセルファイルのまま、追加で登録くだ
さい。

1010

営業許可証、監視票について
おもな問い合わせ 回答

営業許可証と監視票の英訳はど
こかで対応してもらえるのか

農水HPの英訳例をご参考に日本語版その
ままの形式で英訳をお願いします。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/yusyutu_shinsei_asia.html#china

直近の食品衛生監視票の写しと
あります。
コロナ禍で立入検査ではなく、自
主点検票の写しでも構いません
でしょうか。

監視票につきましては管轄保健所に中国
向け輸出の登録に必要の旨お伝えいただ
き、入手手続きを進めてください。

食品衛生監視票について、
HACCPの第三者機関の認証証
でもよいか。

監視票のみ対象となりますので、保健所で
発行手続きをしてください。
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手数料について
おもな問い合わせ 回答

製品を追加する場合は手数料が
必要なのか。また、会社の登録
事項変更などの際も手数料かか
るのか。

製品の追加を含めた変更申請については収入
印紙の追加は不要です。eMAFF内で追加いただ
けます。

自社で複数の施設を登録する場
合、収入印紙は施設ごとに必要
なのか。

1申請で1施設に限られるため、施設ごとに申
請が必要で収入印紙も施設ごとに必要となり
ます。

収入印紙はどのように送付した
らよいでしょうか。その他の別
添の書類も郵送したらよろしい
ですか？

収入印紙は取扱要綱別添（様式１関連）を出
力のうえ、貼り付けて農水へ郵送ください。
他の書類はeMAFF上で添付いただきます。
＜要綱＞
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/
attach/pdf/kigyoutouroku2-16.pdf
＜送付先＞〒100-8950 東京都千代田区霞が関
1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課中国
向け輸出農林水産物・食品施設認定申請係

1212

登録番号の表示箇所について

おもな問い合わせ 回答

管理番号はどこに貼付すれば
いいのでしょうか

内装と外装に貼付。特に位置は指定されて
いません。詳細は農林水産省ホームページ
（6．食品の内装及び外装への登録番号の表
示）を参照ください。

登録番号の記載方法に規定は
ありますか？

新規定における当該登録番号の記載は「シール」
（貼り付け）でも構いませんが、保健食品、特殊用
途食品では印刷が必要（中華人民共和国輸出入
食品安全管理弁法第30条）です
（参考）中華人民共和国輸出入食品安全管理弁
法

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-
4/china_benhou.html
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