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中国向け輸出農林水産物・食品の施設認定申請に関するＱ＆Ａ 

 

令和３年９月 

（最終改正：令和４年４月 13日） 

農林水産省輸出・国際局輸出支援課 

 

本Ｑ＆Ａは、令和４年（2022年）1月 1日に施行された「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。）への対応として、農林

水産省における「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。）に基づく施設認定の実施に関する質問事項についてＱ＆Ａとし取りま

とめたものです。 

本Ｑ＆Ａは、逐次更新していくこととしています。 

 

（対象品目の範囲） 

問１ 農林水産省における施設認定対象製品は何か。 

（答） 

  中国政府が運用する国際貿易シングルウインドウ（https://www.singlewindow.cn）

（以下「シングルウインドウ」という）。の HS・CIQ コード（中国輸入申告時の HS コ

ード 10桁及び CIQコード３桁）検索（Product type query）において、輸出国政府

推薦が必要とされている HS・CIQ コードに該当する農林水産物・食品（注）となりま

す。よって、まずは輸出しようとする製品の中国輸入申告時の HSコード 10桁及び

CIQコード３桁（以下「製品コード」という。）を、輸入事業者等を通じて確認いた

だく必要があります。 

  （注）「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づく中国向け輸出水産食品、動植物検疫協議未合

意及び放射性物資規制（※）により輸出が出来ない農林水産物・食品を除く。 

   （※）中国は、日本から輸出されるすべての食品・飼料等について、10 都県のもの（新潟県産米を除く）は、

輸入停止措置を講じるとともに、日本の政府機関 が発行する証明書を求めていますのでご注意ください。 

    →中国の輸入規制の概要(PDF:218KB) 

（参考）新規定に政府推薦が必要として記載されている品目（カッコ内は中国語原文） 

(ア)ミツバチ製品（蜂产品）、 (イ)食用油脂及び搾油原料（食用油脂和油料）、(ウ)餡入り小麦粉製品（包馅面

食）、(エ)食用穀類（食用谷物）、(オ)穀類製粉工業製品及び麦芽（谷物制粉工业产品和麦芽）、 (カ)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）、(キ)調味料（调味料）、(ク)堅果及び種子類（坚果与籽

类）、(ケ)ドライフルーツ（干果）、(コ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆（未烘焙的咖啡豆与可可豆）、(サ)特別用

途食品（特殊膳食食品）、(シ)保健食品（保健食品）。 

 

（参考）「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」 

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

398.pdf 

https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_ch.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_asia-398.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_asia-398.pdf
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（水産食品） 

問２ かまぼこ等の水産食品は申請対象か。 

（答） 

水産食品の取扱施設については要綱に基づく施設認定申請の対象とはなりませ

ん。水産食品の取扱施設については、「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要

綱」（以下「水産要綱」という。）に基づき認定され、2021年 2月の証明書発行機関

による点検についても、この水産要綱により対応いただいたものです。 

新たに水産食品の輸出施設を中国に登録する際には、「中華人民共和国向け輸出

水産食品の取扱要綱」に基づく認定手続が必要です。認定窓口は地方厚生局及び沖

縄県（那覇市除く。）です。 

参考）「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」及び「施設認定機関リスト」 

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

（肉類） 

問３ 今後の輸出に向けて、事前に牛肉処理施設を登録することは可能か。 

（答） 

   現在、農林水産省で登録申請を受け付けているのは、農林水産省による認定対象

製品（問１参照）です。の肉類の中国への輸出は動物検疫等の問題によりできない

ことから、申請の対象とされていません。 

（輸出予定の施設認定について） 

問４ 現在中国へは輸出していないが、将来的には輸出の可能性がある場合、先んじ

ての認定申請は可能か。 

（答） 

  輸出の可能性があれば、先んじての認定申請も可能です。その場合でも問１の農

水省による施設認定の対象品目であることの確認は必要です。 

 

（登録品目の追加） 

問５ 登録済みの施設で輸出品目が追加になった場合、どのように申請すればよいの

か。 

（答） 

  同じ施設における商品追加は変更申請で対応します。変更申請に手数料はかかり

ません（新たな収入印紙は不要）。  

 

（同一施設における７条品目と９条品目の登録） 

問６ 同一施設で製造する食品で、政府登録品目（新規定７条に掲げられた品目）と

企業登録品目（新規定９条「新規定第７条に掲げた食品以外」）がある場合、両方

の登録が必要か。 

（答） 

  それぞれで登録が必要です。 

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

問７ 越境 ECも対象になるのか。 

 （答） 

   現行政策上は、越境 ECによる輸入食品の海外製造企業は登録を要しないため、

越境 EC による輸入食品への登録番号の表示は不要であるとの情報が中国当局よ

りありました。 

 

（保税加工） 

問８ 中国での保税加工も対象になるのか。 

 （答） 

   中国当局より「一般論としては保税加工のための輸出に関しては登録不要」と

の情報がありました。 

 

（卸売業者） 

問９  食品の卸業も申請対象になるのか。 

  （答） 

     申請対象（ 中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業（注）（食品添加

物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く））に該当しなければ対象外で

す。   

  （注）食品の最終製造・加工又は最終貯蔵・保管施設であって食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）

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に限る。 

 

（複数施設の申請） 

問 10 中国向けの食品を製造する施設が複数ある場合は、施設毎に eMAFF で申請を

行う必要があり、施設毎に認定番号および管理番号が発行されるのか。 

 （答） 

   はい、そのとおりです。 

 

（貯蔵の範囲） 

問 11  貯蔵の範囲について教えてほしい。 

  （答） 

要綱において貯蔵・保管施設は「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。 
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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。 

 

（企業自らの登録方法） 

問 12 酒類など、企業自ら中国政府に登録が求められる取扱品目に関して、どのよう

にして、どこに登録すればよいのか。 

 （答） 

 企業自ら又は代理人に委託して中国政府へ登録申請を行うこととされている新規定

第 7 条以外の製造、加工、貯蔵企業は、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」システムに入

り、新規定第９条の関連要件に従って登録申請を行うこととされています。 

（参考）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 

 

(申請方法) 

問 13  gBizID取得の操作方法について教えてほしい。 

 （答） 

こちらを参照し、お問い合わせください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/  

 

（代理申請） 

問 14 委託で生産しているが、代理で申請が可能か。 

 （答） 

   代理申請は可能です。代理申請の場合も申請者（施設の設置者又は管理者）と

申請代行者の双方でｇBizID プライムを作成した上で eMAFF 上必要な設定を行う

必要があります（リーフレット（＊）ｐ６～ｐ７参照）。なお、代理申請を委託す

るための契約等については、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。 

  （＊）要項改正前 2021 年度申請用中国向け輸出食品の製造等企業農林水産省へ

の登録申請方法リーフレット 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-36.pdf 

 

(申請時に入力する製品名称) 

問 15 申請の際の「製品名称（日本語・英語）」は一般的な名称（商品名ではない）

を入力することになっているが、一般的な名称とはどのようなものか。 

 （答） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.html
https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-36.pdf
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   一般的な名称とは、具体的な商品名ではなく、表示の際に「名称」の欄に用い

る名称となります。（例、こいくちしょうゆ（本醸造）） 

 

(食品衛生監視票) 

問 17  食品衛生監視票をもっていない場合は、保健所に申請すればよいのか。 

 （答） 

はい。監視票がない場合は、保健所へ手続きをお願いします。 

 

(手数料) 

問 18 手数料（収入印紙）はどのタイミングで郵送すれば良いのか。申請後認定に至

らない場合に返却してもらえるか。 

（答） 

 eMAFF での申請時に送付をお願いいたします。また、認定に至らなかった場合で

も、認定に関する事務処理が行われることから、納付された手数料は返還されませ

ん。 

 

（中国当局への提出） 

問 19  中国当局への提出は、随時あるいは定期的に行うのか。 

 （答） 

概ね１ヶ月毎を想定しております。 

 

（中国当局への問合せ先） 

問 20  中国当局へ確認する場合、具体的な照会先はどこか。 

  （答） 

現地の輸入者から中国税関（海関総署）へお問い合わせください。 

 

（管理番号の表示方法） 

問 21  登録番号は商品のどこに貼付ければよいのか。 

 （答） 

 新規定では、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品の内部及び外包装上に、

中国での登録番号（要綱２（11））または主管当局が承認した登録番号（要綱２（10））

を記載しなければならないとされています。 

  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）ですので、ご注意ください。 

（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  

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_benhou.html
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（保健食品・特別用途食品） 

問 22 自社製品が新規定第７条の保健食品・特別用途食品に該当するかわからない。 

 （答） 

 新規定７条品目に規定されている保健食品及び特別用途食品（特殊膳食食品）は、

新規定による施設登録とは別途、中国当局への登録又は届出が必要と考えられます

（食品安全法第７４～８３条、健康食品登録・届出管理弁法）。中国における保健食

品・特別用途食品を含む健康食品の分類、許可、届出等は、日本における保健機能

食品及びその他のいわゆる「健康食品」に係る分類、許可、届出等とは異なってお

り、中国法令に基づき適切に許可、届出、表示等行う必要があります。 

輸出予定の食品が保健食品・特別用途食品として必要な許可、届出、表示規制に

適合した製品であるか・対応する製品コード等は輸入事業者を通じて中国当局へご

確認ください（＊）。製品コードが判明すれば、シングルウインドウから検索し、製

品カテゴリーも判別可能です。 

（＊）中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱４（１）において「施

設認定を受けようとする者又は既に認定された施設について輸出する製品を追加

しようとする者は、認定を受けようとする施設で取扱う中国向け輸出農林水産物・

食品又は追加しようとする製品が、「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条の品目に該当することを、シングルウインドウの HS・CIQコ

ード検索において、政府推薦に該当するとされている HS・CIQコードに該当するこ

とを確認した上で、申請すること」としています。 

（参考） 

○中国への健康食品の輸出（ＪＥＴＲＯ） 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/exportguide/healthfood.html 

○ 農林水産省令（食品規格等調査）調査報告書 中華人民共和国 栄養機能及び健

康強調表示 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/asia-230.pdf 

○中国食品安全法 

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html 

○健康食品調査（中国） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_p

cs201603.pdf 

 

（eMAFFマニュアル） 

問 23  eMAFF申請のためのマニュアルはどこから入手できるか。 

 （答） 

 以下のサイトから入手出来ます。 

○簡易版マニュアル 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/foods/exportguide/healthfood.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/asia-230.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_pcs201603.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/84dd8e088ba38d31/rphealth_pcs201603.pdf
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（参考）要項改正前 2021 年度申請用 中国向け輸出食品の製造等企業農林水産省への

登録申請方法リーフレット 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-36.pdf 

○詳細版マニュアル（以下のサイトにおいて「中国」と入力し検索してください。） 

https://e.maff.go.jp/Manual 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-36.pdf
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/kigyoutouroku2-36.pdf

