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税関政務サービス手続ガイダンス 

（000129012000） 

“輸入食品国外生産企業登録”政務サービス手続ガイダンス 

 

一、事項名称：輸入食品国外生産企業登録 

二、事項種別：行政許可 

三、設定根拠： 

（一）《中華人民共和国食品安全法》 

第九十六条 我が国の国内へ食品輸出を行う、国外輸出業

者もしくは代理店・輸入食品の輸入業者は国家出入国検査検

疫部門へ登記しなければならない。我が国の国内へ食品の輸

出を行う国外食品生産企業は国家出入国検査検疫部門に登録

しなければならない。登録済みの国外食品生産企業が虚偽の

資料を提出した場合、または自己原因により輸入食品に重大

な食品安全事故を起こした場合は、国家出入国検査検疫部門

により登録抹消及び公告を行う。国家出入国検査検疫部門

は、登記済みの国外事業者・代理店・輸入業者、及び登録済

みの国外食品生産企業の名簿を定期的に公布する。 

(二) 《中華人民共和国食品安全法条例》 

 第五十条 国家出入国検査検疫部門が登録済みの国外食品

生産企業が登録基準に適合していないと判断した場合、規定

期間内の改善実施命令を出し、改善期間は当該企業生産の食

品の輸入を停止する。改善後、まだ登録基準に適合しない場

合は、国家出入国検査検疫部門により国外食品生産企業の登

録抹消及び公告を行う。 
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  （三）《中華人民共和国輸入食品国外生産企業登録管理

規定》（税関総署令第 248号） 

 

第一章 総則 

 

 第一条 輸入食品国外生産企業の登録管理を強化するた

め、《中華人民共和国食品安全法》及び条例、《中華人民共和

国輸出入商品検査法》及び条例、《中華人民共和国輸出入動

植物検疫法》及び条例、《国務院食品等製品安全監督管理の

強化に関する特別規定》等の法律、行政法規の規定に基づ

き、本規定を制定する。 

 第二条 中国国内へ食品輸出を行う国外生産・加工・保管

企業（以下、輸入食品国外生産企業を総称として使用）の登

録管理に本規定を適用する。 

 輸入食品国外生産企業には、食品添加物、食品に関係する

製品の生産・加工・保存企業は含まない。 

 第三条 税関総署は一括して輸入食品国外生産企業の登録

管理業務を行う。 

 第四条 輸入食品国外生産企業は税関総署にて登録をしな

ければならない。 

 

第二章 登録条件及び手順 

 第五条 輸入食品国外生産企業登録条件： 
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（一）所在国（地域）の食品安全管理体系が税関総署等の

有効な評価、審査を通過すること。 

（二）所在国（地域）主管当局の許可により設立され、ま

た当局による有効な管理下にあること。 

（三）有効な食品安全衛生管理と保護体制を制定し、所在

国（地域）において合法的に生産と輸出を行い、中国国内へ

輸出する食品が、中国の法律規定と食品安全国家基準に適合

することを保証すること。 

（四）税関総署と所在国（地域）主管当局との取り決めに

よる検査検疫基準に適合すること。 

 第六条 所在国（地域）主管当局推薦登録と企業申請登録

の輸入食品国外生産企業登録方法 

 税関総署は食品の原料の出処、生産加工工芸、食品安全記

録データ、消費者データ、食用方法等要素の分析、また国際

慣例と併せて輸入食品国外生産企業登録方式と申請資料を確

定する。 

 リスク分析またはある根拠により、ある種の食品にリスク

変化が生じた場合、税関総署は食品の国外生産企業の登録方

式と申請資料に調整を行う。 

 第七条 所在国（地域）主管当局による、以下の食品の国

外生産企業の税関総署への推薦登録：肉と肉製品、腸詰用

腸、水産品、乳製品、ツバメの巣とツバメ巣製品、蜂製品、

卵と玉子製品、食用油脂と油原料、餡入り小麦製品、食用穀

物、穀物製粉工業製品と麦芽、生鮮及び乾燥野菜・乾燥豆、
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調味料、ナッツと種実類、ドライフルーツ、未焙煎コーヒー

豆とカカオ豆、特殊膳食食品、保健食品。 

 第八条 所在国（地域）主管当局は登録推薦する企業に審

査を実施しなければならず、登録基準に適合していることを

確認後、税関総署へ以下の推薦登録申請書類を提出する： 

  （一）所在国（地域）主管当局の推薦状 

  （二）企業名簿と企業登録申請書 

  （三）所在国（地域）主管当局発行の営業許可証などの

企業身分証明文書 

  （四）所在国（地域）主管当局による推薦企業の登録規

定への適合宣言書 

  （五）所在国（地域）主管当局による関係企業へ実施し

た審査の審査報告書。 

 必要であれば、税関総署は企業食品安全衛生と保護体系文

書の提出を求めることができる。例えば、企業工場敷地・作

業場・冷凍倉庫の平面図・プロセスチャートなどである。 

 第九条 本規定第七条に挙げた食品以外のその他食品国外

生産企業は、自社もしくは代理人に委託し、税関総署へ登録

申請並びに以下の申請資料を提出しなければならない： 

  （一）企業登録申請書 

  （二）所在国（地域）主管当局発行の営業許可証などの

企業身分証明文書 
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  （三）企業による登録規定への適合宣言書 

 第十条 企業登録申請書の内容には企業名称、所在国（地

域）、生産場所所在地、代表取締役、担当者、連絡先、所在

国（地域）主管当局発行の登録番号、登録申請食品種別、生

産種別、生産能力等の情報を記載しなければならない。 

 第十一条 登録申請資料は中国語か英語で提出しなければ

ならず、関係する国（地域）と中国において登録方法と申請

資料についての別の約定がある場合は、双方の約定によるも

のとする。 

 第十二条 所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生

産企業は提出書類の真実性、完全性、合法性に責任を負わね

ばならない。 

 第十三条 税関総署は独自にもしくは委託機関にて審査グ

ループを組織し、書面検査・動画検査・現場検査等の形式及

びこれらの組み合わせ方法により、登録申請をした輸入食品

国外生産企業に対して審査を行う。審査グループは 2名以上

の審査員によって構成される。 

 輸入食品国外生産企業と所在国（地域）主管当局は上述の

審査業務に協力しなければならない。 

 第十四条 税関総署は審査により、基準に適合した輸入食

品国外生産企業を登録し、中国登録番号を発行し、所在国

（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業に書面で通知

する。基準に達していない輸入食品国外生産企業は登録でき

ず、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業に

書面で通知する。 
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 第十五条 登録済みの企業が中国国内へ食品を輸出すると

きは、食品の内側と外側の包装に中国登録番号または所在国

（地域）主管当局発行の登録番号を記載しなければならな

い。 

 第十六条 輸入食品国外生産企業の登録有効期限は 5 年と

する。 

 税関総署は輸入食品国外生産企業の登録時に、登録有効期

間の開始と期限日時を明確にしなければならない。 

 第十七条 税関総署は一括して、登録された輸入食品国外

生産企業の名簿の公布を行う。 

 

第三相 登録管理 

 第十八条 税関総署は独自にもしくは委託機関にて審査グ

ループを組織し、輸入食品国外生産企業が登録基準に引き続

き適合しているか再審査を行う。審査グループは 2名以上の

審査員によって構成される。 

 第十九条 登録有効期間内に、輸入食品国外生産企業の登

録情報に変更があった場合、登録申請窓口から、税関総署へ

変更申請をしなければならず、併せて以下の資料を提出す

る： 

  （一）登録事項変更箇所対照表 

  （二）変更内容に関する証明書類 

 税関総署による承認後、変更する。 
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 生産場所の移転、代表取締役の変更、または所在国（地

域）発行の登録番号の変更は新規の登録申請が必要となり、

自動的に中国登録番号は失効となる。 

 第二十条 輸入食品国外生産企業が登録を延長する場合

は、登録有効期限満了の 3から 6ヵ月以内に、登録申請窓口

から、税関総署へ登録延長の申請をしなければならない。 

 登録延長申請資料： 

  （一）登録延長申請書 

  （二）登録規定適合を継続していることの宣言書 

 税関総署は登録基準に適合する企業の登録延長を許可し、

有効期限を 5年延長する。 

 

  第二十一条 登録済みの輸入食品国外生産企業が以下の

状況になった場合、税関総署は登録を抹消し、所在国（地

域）主管当局または輸入食品国外生産企業に通知し、公布す

る： 

  （一）規定に沿って登録延長申請をしなかった場合 

  （二）所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産

企業が自主的に登録抹消を申請した場合 

  （三）本規定の第五条第（二）項の基準に適合しなくな

った場合 

 第二十二条 輸入食品国外生産企業の所在国（地域）主管

当局は登録済みの企業に有効な管理監督を行わなければなら
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ず、登録済みの企業が継続して登録基準に適合するよう、監

督しなければならない。登録基準に適合しないことが判明し

た場合、即時対策を取り、関係する企業の中国向け食品輸出

を停止し、登録基準に適合するよう改善させなければならな

い。 

 輸入食品国外生産企業が独自に登録基準に適合していない

ことに気づいた場合、自発的に中国向け食品輸出を停止し、

即時対策を取り、登録基準に適合するよう改善しなければな

らない。 

 第二十三条 税関総署は、登録済みの輸入食品国外生産企

業が登録基準に適合していないことが判明した場合、規定期

間内の改善実施命令を出し、改善期間は当該企業の食品の輸

入を停止する。 

 所在国（地域）主管当局による推薦登録企業が輸入停止に

なった場合、主管当局は関係企業の規定期間内の改善を監督

しなければならず、併せて税関総署へ改善報告と登録基準適

合宣言を書面にて提出しなければならない。 

 独自にまたは代理人に委託して登録した企業が輸入停止に

なった場合、規定期間内に改善を完了し、併せて税関総署へ

改善報告と登録基準適合宣言を書面にて提出しなければなら

ない。 

 税関総署は企業の改善状況について審査を行い、審査に合

格した場合、関係する企業の食品輸入を再開する。 

 第二十四条 登録済みの輸入食品国外生産企業が以下の状

況になった場合、税関総署は登録を抹消し、公告する： 
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  （一）企業が自己原因により輸入食品に重大な食品安全

事故を起こした場合 

  （二）中国向け輸出食品の入国検査検疫中に食品安全問

題が発覚し、程度が重大である場合 

  （三）企業食品安全衛生管理に重大な問題があり、中国

向け輸出食品の安全衛生基準への適合を保証できない場合 

  （四）改善後、まだ登録基準に適合していない場合 

  （五）虚偽資料の提出、関係する状況を隠蔽していた場

合 

  （六）税関総署の再審査と事故調査に協力せず拒否した

場合 

 （七）登録番号の貸出（有償・無償・長期含む）、転

売、盗用をした場合 

 

第四章 附則 

 第二十五条 国際組織または中国国内へ食品輸出をしてい

る国（地域）の主管当局が疫病に関する通知をした、もしく

は関係する食品の入国検査検疫中に疫病が発見された、公共

衛生事件が発生したなど重大な問題が起きた場合、税関総署

は当該国（地域）の関係する食品輸入の停止を公告し、この

停止期間に当該国（地域）の関係する食品生産企業の登録申

請を受け付けない。 

 第二十六条 本規定中の所在国（地域）主管当局とは、輸

入食品国外生産企業の所在国（地域）において食品生産企業

安全衛生監督を行う公的部門を指す。 
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 第二十七条 本規定は税関総署により説明を行う。 

 第二十八条 本規定は 2022年 1月 1日より施行する。

2012年 3月 22日公布の旧国家質量監督検査検疫総局令第

145号は、2018年 11月 23日税関総署令第 243号《輸入食品

国外生産企業登録管理規定》の改定に基づき同時に廃止され

た。 

  四、実施機構：税関総署輸出入食品安全局 

  五、法定手続期限：無 

  六、執行完了期限：無 

  七、成果名称：税関総署公式ホームページにて一括公布

する輸入食品国外生産企業名簿 

  八、結果標本：無 

  九、徴収基準：徴収無 

  十、徴収根拠：無 

  十一、申請条件： 

（一）所在国（地域）の食品安全管理体系が税関総署等の

有効な評価、審査を通過すること。 

（二）所在国（地域）主管当局の許可により設立され、ま

た当局による有効な管理下にあること。 

（三）有効な食品安全衛生管理と保護体制を制定し、所在

国（地域）において合法的に生産と輸出を行い、中国国内へ

輸出する食品が、中国の法律規定と食品安全国家基準に適合

することを保証すること。 

（四）税関総署と所在国（地域）主管当局との取り決めに

よる検査検疫基準に適合すること。 



                             仮訳（農林水産省作成） 

11 
 

 十二、申請資料： 

 （一）所在国（地域）主管当局の推薦登録の 18種製品

を生産する国外生産企業の申請資料： 

 １.初回登録申請時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 所在国（地域）主管当局登録推

薦状 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 推薦登録する輸入食品国外生産

企業名簿（添付 1） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

3 推薦登録する輸入食品国外生産

企業登録申請書（添付 2） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

4 所在国（地域）主管当局発行の

営業許可証などの企業身分証明

文書 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

5 所在国（地域）主管当局の推薦

企業の登録規定への適合宣言書

（添付 3） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

6 所在国（地域）主管当局による

関係する企業へ実施した審査の

報告、または輸入食品国外生産

企業登録条件及び検査項目の対

照表（添付 4） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

 2.変更申請時に提出する資料 
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番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 所在国（地域）主管当局変更申

請書 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 輸入食品国外生産企業登録事項

変更箇所対照表（添付 5） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

3 変更内容に関係する証明書類 1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

 3. 登録延長申請時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 所在国（地域）主管当局登録延

長推薦状 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 推薦登録延長する輸入食品国外

生産企業名簿（添付 6） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

3 推薦登録延長する輸入食品国外

生産企業申請書（添付 7） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

4 輸入食品国外生産企業が登録規

定適合を継続していることの宣

言書（添付 8） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

4.登録抹消時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 
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1 所在国（地域）主管当局登録抹

消申請書 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 登録抹消する輸入食品国外生産

企業名簿（添付 9） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

3 輸入食品国外生産企業登録抹消

申請書（添付 10） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

 （二）18種製品以外の食品を生産する国外生産企業の申請

資料： 

１.初回登録申請時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 独自の輸入食品国外生産企業登

録申請書（添付 11） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 所在国（地域）主管当局発行の

営業許可証などの企業身分証明

文書 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

3 独自の輸入食品国外生産企業登

録規定への適合宣言書（添付

12） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

 2.変更申請時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 
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1 輸入食品国外生産企業登録事項

変更箇所対照表（添付 5） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 変更内容に関する証明資料 1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 

 3. 登録延長申請時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 独自の輸入食品国外生産企業登

録延長申請書（添付 13） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

2 独自の輸入食品国外生産企業登

録規定適合を継続していること

の宣言書（添付 14） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

4.登録抹消時に提出する資料 

番

号 

提出資料名称 数量 紙/電子 言語 注

記 

1 輸入食品国外生産企業登録抹消

申請書（添付 10） 

1 紙/電子 中国語/

英語 

 

 十三、手続の流れ 

 （一）登録の申請、受理、評価審査、決定 

 1.申請 

 輸入食品国外生産企業の登録申請、変更、延長、登録抹消

の申請方法は、所在国（地域）主管当局による推薦と企業に

よる申請の 2種類がある。 
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 18種製品（肉と肉製品、腸詰用腸、水産品、乳製品、ツバ

メの巣とツバメ巣製品、蜂製品、卵と玉子製品、食用油脂と

油原料、餡入り小麦製品、食用穀物、穀物製粉工業製品と麦

芽、生鮮及び乾燥野菜・乾燥豆、調味料、ナッツと種実類、

ドライフルーツ、未焙煎コーヒー豆とカカオ豆、特殊膳食食

品と保健食品）の国外生産企業は、所在国（地域）主管当局

の審査を受け、登録基準に適合していることを確認後、税関

総署へ推薦並びに申請資料を提出する。 

 18種製品以外のその他食品の国外生産企業は、独自でまた

は代理人に委託し税関総署へ申請並びに申請資料を提出す

る。 

 2.提出 

 関係国（地域）主管当局と税関総署による申請方法と申請

資料の別途約定がある場合を除き、輸入食品国外生産企業の

登録、変更、延長、登録抹消の申請は、輸入食品国外生産企

業登録管理システムを通して提出しなければならない。 

 3.受理 

 税関総署食品局は申請資料を受付後、以下の状況別に処理

を行う： 

 （1）資料が基準適合の場合、受理 

 （2）資料が法定形式に不適合または不完全な場合、申請

資料受付日より 20 営業日以内に、所在国（地域）主管当局

または輸入食品国外生産企業に、補正しなければならない全

ての内容を一回のみ通知する。 
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 （3）《中華人民共和国輸入食品国外生産企業登録管理規

定》基準に沿って登録管理されない場合は、受理せず、所在

国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業へ通知す

る。 

 （4）国外生産企業の虚偽資料提出が発覚した場合、受理

せず、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業

へ通知する。登録済みの輸入食品国外生産企業の虚偽資料提

出が発覚した場合、《中華人民共和国輸入食品国外生産企業

登録管理規定》（税関総署令第 248 号）第二十四条に基づい

た措置を行う。 

 税関総署食品局は書面、FAX、電子メールまたはデータ化

システム等の形式で、所在国（地域）主管当局または輸入食

品国外生産企業へ受理状況についてフィードバックを行うこ

とができる。 

 4.評価、審査 

 リスク分析及び実務の需要に基づき、税関総署食品局は審

査グループを組織し、書面検査・動画検査・現場検査等の形

式及びこれらの組み合わせ方法により、登録申請をした輸入

食品国外生産企業に対して審査を行う。輸入食品国外生産企

業の評価、審査の方式は以下の通り： 

 1.書面検査：税関総署は審査グループを組織し、提出資料

の精査により、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外

生産企業が提出した資料への検査を実施する。申請資料の内

容により、税関総署は申請国（地域）の主管当局または輸入
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食品国外生産企業に不足データまたは資料の請求を行うこと

ができる。 

 2.動画検査：税関総署は審査グループを組織し、インター

ネット上のビデオ通話の方式で、企業食品安全衛生管理体制

及び食品安全衛生状況等の検査を実施する。動画検査を受け

る企業及び所在国（地域）主管当局は検査に協力しなければ

ならない。動画検査内で問題が発覚した場合、税関総署は動

画検査を受けた企業または所在国（地域）主管当局に対し

て、改善並びに改善状況の報告の提出を求めることができ

る。 

 3.現場検査：税関総署は審査グループを組織し、登録申請

している輸入食品国外生産企業の実地現場に赴き、企業食品

安全衛生管理体制及び食品安全衛生状況等の検査を実施す

る。現場検査を受ける企業及び所在国（地域）主管当局は検

査に協力しなければならない。現場検査内で問題が発覚した

場合、税関総署は現場検査を受けた企業または所在国（地

域）主管当局に対して、改善並びに改善状況の報告の提出を

求めることができる。 

 評価、審査の内容と基準は、世界貿易機関（WTO）・国際獣

疫事務局(OIE)・国際植物防疫条約（IPPC）・国際食品規格委

員会（CAC）の関係するガイダンス、税関総署と所在国（地

域）主管当局による関係する検査検疫基準の取り決め、中国

の関連する法律と食品安全国家基準に基づく。 



                             仮訳（農林水産省作成） 

18 
 

 税関総署食品局はリスク分析と国際慣例に基づき、審査グ

ループによる動画検査、現場検査を展開し、また企業所在国

（地域）主管当局と事前に協議を行う。 

 5.審査 

 税関総署食品局は審査グループの報告を審査する。 

 6.登録 

 税関総署は審査結果に基づき、基準に適合する輸入食品国

外生産企業を登録し、中国登録番号を付与し、所在国（地

域）主管当局または輸入食品国外生産企業へ通知する。基準

に適合しない輸入食品国外生産企業は登録されず、所在国

（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業へ通知され

る。 

 税関総署食品局は書面、FAX、電子メールまたはデータ化

システム等の形式で、所在国（地域）主管当局または輸入食

品国外生産企業へ通知することができる。 

 （二）登録事項変更 

 登録済みの国外企業の登録事項に変更があった場合、所在

国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業を通し、本

ガイダンスの第十二条に基づいた窓口を通して、必要な変更

資料を提出しなければならない。評価、審査を経て、変更事

項が国外企業食品安全衛生管理体制に関係しない場合（例え

ば企業名称の変更等）は、変更基準に適合することを確認

し、変更を行う。評価、審査を経て、変更事項が国外企業食

品安全衛生管理体制に影響すると見なされた場合は、変更で

きず、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業
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に、申請窓口より新規に登録申請を行うよう通知する。新規

の登録申請が通過した後、元の中国登録番号は自動的に失効

し、登録資格は抹消される。 

 企業生産場所の移転、代表取締役の変更、または所在国

（地域）主管当局付与の登録番号の変更等の場合は、新規に

登録申請しなければならない。新規の登録申請が通過した

後、元の中国登録番号は自動的に失効し、登録資格は抹消さ

れる。 

 生産場所の移転とは、中国向けの輸出食品の生産場所（工

場）の事実上の移転を指す。管理人員の事務所の移転は生産

場所の移転に含まれない。代表取締役の変更とは、国外企業

の事実上の所有者の変更を指す。もし、国外企業の事実上の

所有者に変更はないが、所有者を代表して企業の生産場所

（工場）の管理に当たる人員に変更があった場合、生産企業

はまず変更申請を行うことができる。税関総署は当該変更事

項が企業食品安全衛生管理体制に事実上の影響があるかを判

断し、変更の可否を決定する。 

 （三）登録延長 

 登録済みの国外企業は、登録有効期限満了の 3から 6 ヵ月

以内に、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企

業を通し、本ガイダンスの第十二条に基づいた登録延長申請

資料を提出しなければならない。 

評価、審査を経て、登録延長基準適合を確認し、登録延長

を行う。基準に適合しないと認められた場合は、登録延長で

きず、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業
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に、現在の中国登録番号は期限後自動的に失効し、登録資格

が抹消されることが通知される。 

税関総署食品局は書面、FAX、電子メールまたはデータ化

システム等の形式で、所在国（地域）主管当局または輸入食

品国外生産企業へ通知することができる。 

 （四）登録抹消 

 登録済みの輸入食品国外生産企業が登録抹消を申請する場

合は、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企業

を通し、申請窓口を通じて本ガイダンスの第十二条に基づい

た、登録抹消申請資料を提出しなければならない。 

 税関総署食品局は基準に適合することを確認し、登録抹消

を行い、所在国（地域）主管当局または輸入食品国外生産企

業へ通知し、公布を行う。 

 十四：手続き方法： 

 関係国（地域）主管当局と税関総署による申請方法と申請

資料の別途約定がある場合を除き、輸入食品国外生産企業の

登録、変更、延長、登録抹消の申請は、輸入食品国外生産企

業登録管理システムを通して行わなければならない。 

 十五：手続き場所へ行かなければならない回数：0回 

 十六：審査基準： 

 申請資料記載内容が完全で真実性、正確性、有効性がある

か。 

 申請資料内容が税関総署と所在国（地域）主管当局の取り

決めた関係する検査検疫基準、及び中国の関係する法律と食

品安全国家基準に適合するか。 
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 十七、運用範囲：無 

 十八、予約手続き：無 

 十九、インターネット支払：無 

 二十、物流：無 

 二十一、手続き場所： 

 (一)申請資料提出先：中華人民共和国税関総署 北京市建

国門内大街 6号、中華人民共和国税関総署輸出入食品安全

局、郵便番号 100005。 

 （二）インターネット上手続：

https://cifer.singlewindow.cn，または中国国際貿易単一

窓口（www.singlewindow.cn）基本版から入れます。 

 二十二、手続き時間： 

 （一）企業申請時間： 

    インターネット上手続：24 時間 

    窓口：法定出勤日 8：00-17：00 

 （二）税関審査時間：法定出勤日 8：00-17：00 

 二十三、問合せ電話番号：12360税関ホットライン 

 二十四、統括電話番号：12360税関ホットライン 

http://www.singlewindow.cn/

