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第４章  マレーシアの農産物・食品の輸入安全管理 

 

◎ 本章のポイント 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

本章は、輸出した商品がマレーシアに到着してからの手続に関する解説である。これ

らの事項は、マレーシア側の輸入者が中心に行うことであるが、このような情報を輸出

者側が予め知っておくことは、円滑な貿易のためにも必要である。 
 
日本の輸出者は、この章を参照して、日本側で事前に用意しなければならない書類や

手続の重要性を確認することができる。 
 
本章は、以下の 2 つの項目で構成している。 

 
Ⅰ．輸入管理・安全管理 
Ⅱ．その他の注意点 

 
Ⅰ．輸入管理・安全管理 

マレーシアの輸入管理・安全管理に関わる機関とその役割分担の概観を解説、

そして検疫の必要がある貨物（植物、動物、水産物）に関し、必要な手続に関し

フローチャートを加え解説する。 
 
Ⅱ．その他の注意点 

輸入管理・安全管理と共に重要になるのは、実際に市場で食品を販売する際の規

制で、特に食品ラベルに関して詳細に定められている。重要項目の何点かを解説す

る。 
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Ⅰ．輸入管理・安全管理 
 
１．関連法と規則 

 
マレーシアではFood Act 1983（食品法1983）とFood Regulations 1985（食品規則1985）

が、食品の流通と消費に関わる問題から国民を保護している。この法律と規則は、1952
年の食品と薬物の販売に関わる条例及び規則に代わるものとなり、保健省が中心になり取

りまとめ、施行されている。 

 
Food Act 1983 と Food Regulations 1985 の詳細は、次のサイトの Food Act & 
Regulations を参照（http://fsis.moh.gov.my/fqc/） 

 
この法律と規則は、国産食品と輸入食品に関わる事項、例えば構成内容、添加物、栄養

を含む補助成分、汚染物質、パッケージ、容器、食品のラベル表示、検疫検査の手続き、

食品照射等に関する基準から罰則に及び定めている。更に、食品の安全は生産、加工、流

通貿易、販売に則して一貫した取組が必要であるので、他の機関も食品の安全に関しては、

本法律と規則に則して取り組まれているのが現状である。 
そして、第１章でも触れたが、イスラム教徒が消費する食品は、ハラルでなくてはなら

ず、食のハラルを管轄する機関としては、イスラム開発局：Department of Islamic 
Development Malaysia / Jabatan Kemajuan Islam Malaysia（JAKIM）が存在する。

JAKIM では、イスラム教徒によって消費される食品や飲料に関わるガイドラインを制定

し、製造業者と流通業者に対しイスラムの教えに沿った生産・流通要件等の提示を行って

いる。 
また現在では、上記で示した食に関わる法律や規則は、消費者需要や食品工学の進展に

沿う方向で改版や更新がされている。特に最近では、主に食品業界と消費者から、食の安

全に関わる規則の更新要請が強くなり、中でも輸入品に関する安全プログラムの実施強化

要請の声も上がり、安全管理は国際標準で運営されるべきとの意見も強くなって来ている。

まだ具体的な動きには至っていないが、CODEX を食品の安全法のベンチマークとしたり、

それぞれ、IPPC : International Plant Protection Convention と OIE : International 
Organization on Epizootics を植物と動物の健康のベンチマークとしたりする考えも出て

きている。輸出者は、関わる最新情報を現地の輸入者や関連機関のホームページにアクセ

スして確かめることをお勧めする。 
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２．管理関係機関 

 
マレーシアでは輸入農水産物及び食品の安全確保のため、それらが準拠法・規則（Food 

Act 1983, Food Regulations 1985）に則しているかを確認するため、全国の輸入地点でラ

ンダム・チェックを行っている。輸入品が、仮に人の食に適切ではないと判断された場合

は、最悪は廃棄処分とされるおそれがある。しかしながら、実際日本からの輸入品は、極

端に安全衛生基準を逸脱していない限り、輸入禁止措置等の最悪のケースにはならず、ま

たチェックやテストの頻度も多くはないと考えられる。裏を返せば、過去に日本から輸入

されたものは、安全性が高いとマレーシアの関係当局の間では理解されているようである。

従って、日本としてはこの信頼関係を、今後も継続できるように努めなければならない。 
マレーシアでは、輸入管理全般を保健省の食品安全品質管理部が管轄、輸入農水産物の

検疫検査を農業省（MoA : Ministry of Agriculture）が管轄し、それぞれ農業省の動物局

（DVS : Department of Veterinary Services）、農業局（DoA : Department of Agriculture）、
水産局（DoF : Department of Fisheries）が管理・運営を行い、実際の検査は各輸入地点

でこれらの機関の支所が行っている。 

 
農業省（Ministry of Agriculture）：検疫検査全体を管轄 

 http://agrolink.moa.my/moa/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
動物局（DVS : Department of Veterinary Services）：動物・動物製品を管轄 

http://agrolink.moa.my/jph/ 
農業局（DoA : Department of Agriculture） ：植物を管轄 

http://www.doa.gov.my/main.php 
水産局（DoF : Department of Fisheries） ：水産物を管轄 

http://www.dof.gov.my/index.htm 
 
また、加工食品に関しては、マレーシア保健省の食品安全品質管理部（Food Safety and 

Quality Division）がマレーシア税関と協力しながら管理を行っている。 

 
マレーシア保健省（MoH : Ministry of Health Malaysia） 

：輸入管理と加工食品の安全・衛生管理を管轄 

 http://www.moh.gov.my/MohPortal/ 
 
一方、WTO の下、食の安全管理を総括するのは貿易産業省（MITI : Ministry of 

International Trade and Industry）となり、農業省と保健省は貿易産業省との連携で輸入

品の安全管理体制を推進している（P.72【図４－１】）。 
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【図４－１】管轄官庁 

 
Malaysia International
Trade and Indusyry
(MITI) 貿易産業省

WTO
National SPS (Sanitary and
Phytosanitary Committee)

衛生管理委員

Ministry of Health
（保健省）

Ministry of Agricultuer
（農業省）

Food Quality Control
Division

（食品安全品質管理部：
食の輸入・安全管理、

加工食品の管轄）

Department of
Agricultuer

（農業局：植物の安
全・衛生管理の管轄）

Department of
Veterinary Services

（動物局：
動物・動物製品の安
全・衛生管理の管轄）

Department of
Fisheries
（水産局：

水産物の安全・
衛生管理の管轄）

 
 

以下に示す手続や検疫・衛生検査そのものは、マレーシア側の輸入者が注意して取り組

む事項になるが、日本の輸出者も一般情報として参考にしていただきたい。 
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３．農林水産物及び加工食品の輸入管理 

 
先にも述べたが、輸入管理に関しては、マレーシア保健省の食品安全品質管理部（Food 

Safety and Quality Division）がマレーシア税関と協力しながら実施している。 
具体的には、FoSIM（Food Safety Information System of Malaysia）という輸入食品

監視システムを通じ輸入管理が行われており、国民が消費する輸入品が安全であるかどう

かを、マレーシア保健省が窓際で監視している。FoSIM には、主に輸入関係者（商社、乙

仲等）がアクセスし手順を踏み輸入手続を行っている（http://fsis.moh.gov.my/fqc/）。 
FoSIM の運用手順は、次の流れになっている。 

 
①輸入者・輸入エージェントの ID 取得 

輸入者や輸入エージェントが FoSIM にアクセスするため、保険省から ID とパスワー

ドを取得する必要がある。このため保険省に自社概要、担当者等を記入する必要書類を

送付する。後日、保健省から電子メールで ID とパスワードが連絡される。 
②輸出者・製造者の情報登録 

FoSIM のデータベースに輸出者や製造者を登録するため、輸入者や輸入エージェント

は輸出者や製造者に関する情報を必要書類に記入して保健省に送付する。日本の輸出者

や製造者が保健省のデータベースに登録されることになる。輸出者は、この登録に必要

な情報（会社概要、輸出実績等）を輸入者や輸入エージェントに知らせる必要がある。 
③FoSIM への登録 

輸入者や輸入エージェントは、保健省より付与された ID とパスワードを用いて

FoSIM にアクセスする。アクセスすることにより FoSIM のデータベースに輸入者や輸

入エージェントが登録される。 
④通関登録書類（K1 フォーム）の提出 

輸入通関円滑化のため、輸入者や輸入エージェントは FoSIM にアクセスし、通関登

録書類（K1 フォーム）に輸入品目を記入する。税関がその情報を参照することになる。 
⑤FoSIM を用いた輸入届出書の提出 

輸入届出書を保健省に提出するため、輸入者や輸入エージェントは FoSIM を用いて

輸入届出書を送信する。 
⑥輸入審査レベルの告知 

FoSIM を用いて輸入届出書を送付した後、保健省より輸入検疫検査の際の輸入審査レ

ベルが告知される。 
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輸入審査レベルは、品目、輸出国、これまでの輸入実績により検査内容が異なり、6 段

階が存在し、それぞれは次の通りに分類されている。（【表４－１】） 

 

【表４－１】FoSIM 審査レベル 

審査レベル 内容 

レベル１： 
自動通関で済むもの 

検査なしで、自動的に通関手続が行われる輸入品。 

レベル２： 
書類審査で済むもの 

書類審査を行った後に、通関手続が行われる輸入品。 

レベル３： 
モニターリング検査が行

われるもの 

分析を行うためにサンプルが取られるケースがあるもの。 
その場合は、検査の後に通関手続が行われる輸入品。 

レベル４： 
監視検査が行われるもの 

分析を行うためにサンプルが取られ、検査が行われた後に、 
通関手続が行われる輸入品。 

レベル５： 
検査が継続され、 
その結果待ちのもの 

分析を行うためにサンプルが取られ、検査が行われる。一定の

経過措置後に問題なしとの判断が下れば、通関手続が行われる

輸入品。 

レベル６： 
自動的に却下されるもの 

自動的に却下されてしまい、通関手続が行われない輸入品。 

 
審査レベルの最終結果は、保健省から輸入事業者に連絡が入ることになる。 
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４．農林水産物の検疫管理 

 
（１）動物製品の場合 

 
第１章のⅡ（P.13）で述べたとおり、マレーシアが輸入を禁止している品目は 15 品目

あり、動物製品では、亀卵が該当する。それ以外の動物製品の場合は、衛生と防疫の観点

から輸入検疫検査が行われ、輸入可否が判断される（P.74）。 

 
１）衛生面 

食品衛生の観点から、まず輸入者は自社情報を保健省に送付し、FoSIM にアクセスする

ための ID とパスワードを取得する必要があり、さらに、輸出者情報や輸入品目を登録す

る。 
加工が施されている場合は、製造工場（製造場所）が安全で適格であることが、ライセ

ンスの取得に必要であり、FoSIM の手順で示している流れで製造工場の登録を行う。 
また、マレーシアは自国に輸入される蓄水産品（人の食用に供する動物の肉及び臓器並

びにえび及びその加工品）に対して輸出国衛生当局が発行する衛生証明書の添付を要請し

ている。 

 
２）検疫面 

農業省動物局が行う検疫検査は、マレーシアに動物病を蔓延させないための、重責を背

負っている。現時点では、マレーシアは、タイ国境地域の一部を除き、重大な外来病（例

えば、足と口病、牛疫、炭疽菌、狂犬病、アフリカの豚コレラ等）の危険には直面してい

ない。これは厳格な検査が行われている証とも言え、実際に検査を行う検査所は、全国の

主要港や空港に隣接している。 
検疫所による検査期間とその審査レベルは、輸出国や輸入目的によって異なり、基本的

には、動物条例 1953（Animal Ordinance 1953）に従っている。また、この条例は輸入国

をスケジュール国と非スケジュール国の 2 つのカテゴリーに分けており、日本はスケジュ

ール国に入っている。他にスケジュール国として認められている国々は、豪州、ニュージ

ーランド、英国、北アイルランド、シンガポール、ブルネイ、スウェーデンとなっている。 
基本的にこれらスケジュール国は、それぞれの国内で動物疾病を管理するプログラムが

厳しく実施されていると判断されているので、それぞれの国からの輸入に関しては、検疫

は不要とされている。しかしながら、これらの国からの輸入品でも動物の種類と輸入目的

によっては、検疫検査が必要になる場合もある。 
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以下、動物検疫局が主導する検疫手続（検疫前／検疫後）と検疫の流れを示してみた。 
（検疫前） 
・生きている動物、あるいは動物関連製品を輸入する場合には、可能ならば輸入の 1 ヵ月

前（どんなに遅くとも 7 日前）までに輸入港の検疫所に事前輸入情報を伝える必要があ

る。 
・同時に、検疫検査所の施設を確保するために、検疫所に事前予約をする必要がある。 
・実際に貨物が到着する 3 日前までには、輸入港の動物検疫局まで船積本船や搭載便の詳

細を届ける必要がある。 
（検疫後） 
・検査の結果、伝染病または異常な状態が見つかったならば、それらの動物等の輸入者に

は、当局の権限の下でそれらを隔離する旨が伝えられる。そして、それらは継続検査対

象となり検査が続く。 
・継続検査の状況は、最寄りの獣医事務所及び農業省の獣医当局に報告される。 
・継続検査の結果、問題がなければ輸入が許可されるが、異常がある場合は、廃棄処分ま

たは、生きた動物の場合は屠殺場に送られ処分される。（【図４－２】） 

 

【図４－２】動物検疫の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 検疫の流れ 主管轄庁 対象者 必要書類等

保健省 輸入者
事前に輸入者
登録が必要

農業省
動物検疫局

輸入者
（輸出者情報）

申請書、
到着船や到着

便に関わる情報

農業省
動物検疫局

輸入者、
検疫担当官

輸入許可書、
輸出国からの

証明書、
インボイス等

税関 輸入者

輸入者登録

輸入者登録取得

輸入申請

輸入許可

輸入スケジュールの通知

輸出者・輸出工場等の登
録、衛生証明書

検疫手続の開始

書類検査

輸入不可検疫合格 検疫合格

現物検査

スケジュール国は通
常は検疫合格対象、し
かし、輸入目的によっ
ては検査を受ける。

非スケジュール国は
書類検査のみの場
合もあるが、現物検
査を受ける場合も
多々ある。

税関へ

廃棄等処理

フォームＡ（動物）又はＢ（動物製品）の提出

現物検査から再検査と判断され
その結果が不合格の場合



 77

（２）植物製品の場合 

 
マレーシアが輸入を禁止している１５品目の中には、カカオポッド、ランブータン、ロ

ンガン等の植物が含まれている。それ以外の植物製品の場合は、衛生と防疫の観点から検

査が行われ、輸入可否が判断される。 

 
１）衛生面 

食品衛生の観点から、まず輸入者は輸入者としてのライセンスを保健省から取得する必

要があり、さらに必要ならば輸出者情報や輸入品目を登録する。 
加工が施されている場合は、製造工場（製造場所）が安全で適格であることが、ライセ

ンスの取得に必要であり、FoSIM の手順で示している流れで製造工場登録を行う。 

 
２）検疫面 

検疫検査は、農業省の農業局が管轄しており、各港や各空港に隣接するその出先機関が

検査業務を行っている。 
農業省農業局が行う検疫検査は、マレーシアに植物に関わる病原菌や農薬規制基準以上

の植物が持ち込まれないための管理体制を敷いている。日本からの植物は、一部品目（持

ち込みを禁じられているものに掲げられていない栽培用植物や球根類）に日本での植物検

疫証明書を必要とするが、それ以外で日本からの輸入を認めているものに関しては、日本

側での検査は不要で、現地の植物検査を受けた後に輸入通関手続に入ることができる。 
輸入者は検疫検査を受け、そして輸入基準に抵触する有害虫がいない場合は輸入可能に

なるが、抵触する有害虫が見つかった場合は、輸入は許可されない。 
以下、植物検疫の簡単な流れを記した（P.78【図４‐３】）。 
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【図４－３】植物検疫の流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 検疫の流れ 主管轄庁 対象者 必要書類等

保健省 輸入者
事前に輸入者
登録が必要

農業省
農業局

輸入者
（輸出者情報）

申請書、
到着船や到着
便に関わる情

報、　　　検疫証
明書

農業省
農業局

輸入者、
検疫担当官

輸入許可書、
輸出国からの

証明書、
インボイス等

税関 輸入者

輸入者登録

輸入者登録取得

輸入申請

輸入許可

輸入スケジュールの通知

必要ならば植物検
疫証明書を準備

検疫手続の開始

書類検査

輸入不可
検疫合格

燻蒸処理

税関へ

廃棄等の処理

合格 不合格

合格 不合格

現物検査

ＰＱフォーム８の提出



 79

（３）水産物の場合 

 
マレーシアが輸入を禁止している 15 品目を見ると、水産物としてはピラニアが含まれ

ている。それ以外の水産物の場合は、衛生と防疫の観点から検査が行われ、輸入可否が判

断される。 

 
１）衛生面 

食品衛生の観点から、まず輸入者は輸入者としてのライセンスを保健省から取得する必

要があり、さらに必要ならば輸出者情報や輸入品目を登録する。 
加工が施されている場合は、製造工場（製造場所）が安全で適格であることが、ライセ

ンスの取得に必要であり、FoSIM の手順で示している流れで製造工場登録を行う。 
また、マレーシアは自国に輸入される蓄水産品（食に供する動物の肉及び臓器並びにえ

び及びその加工品）に対して輸出国衛生当局が発行する衛生証明書の添付を要請している。 
水産物で難しいのは、魚の切り身の冷凍品や塩漬け製品等が加工食品と判断されるケー

スがあることで、またその判断も実際に輸入を行う際の担当官によって、微妙な差異が発

生している点である。後に触れるが、加工食品の場合は、ラベルやその表示内容での規則

（P.81）があり、注意が必要とされる。 

 
２）検疫面 

検疫検査は、農業省の水産局が管轄しており、実際には各港や各空港に隣接するその出

先機関が検査業務を行っている。 
農業省水産局が行う検疫検査は、マレーシアに水産物に関わる病原菌や国民の消費に適

さない水産品、そしてマレーシアの生態系を乱すものが持ち込まれないための管理体制を

敷いている。 
輸入者は、水産品検疫の対象となる水産品を輸入する際には、少なくとも貨物が到着す

る１ヵ月前に必要書類の提出等を行わなければならず、書類上で問題が無ければ貨物到着

後直ぐに検疫検査が受けられるとされている。輸入基準に抵触するものが見つかれば再検

査が行われ、さらにその結果、輸入不的確と判断されれば廃棄処分となる場合もある。日

本食レストランに並ぶ水産品（特に寿司ネタ）はほとんどが日本からの輸入品である状況

からして、日本産品の輸入に関しては、かなり自由度があると判断できる。 
 以下、水産品検疫の簡単な流れを記した（P.80【図４－４】）。 
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【図４－４】水産物検疫の流れ 
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水産局
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輸入許可書、
輸出国からの

証明書、
インボイス等

税関 輸入者

輸入者登録

輸入者登録取得

輸入申請

輸入許可

輸入スケジュールの通知

輸出国の衛生証明書
の準備

検疫手続の開始

書類検査

輸入不可
検疫合格

再検査

税関へ

廃棄等の処理

合格 不合格

合格 不合格

現物検査
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Ⅱ．その他の注意点 
 

１．食品添加物の規制 

 
・食品添加物とは、食品の状態を健全に保つための安全な物質と定義されている。 
その主な使途は、品質（形状、におい、味等）の維持、製造、加工、包装、輸送等にお

いての状態維持。 
・認められた食品添加物を除き、食品添加物の輸入、生産、宣伝、販売を行ってはならな

い。 
・食品の損傷や不良を隠すために食品添加物を用いてはならない。 
・食品添加物が認められるケースは次となる。 

①規制上認められている食品添加物 
②認められている最大限度量を超えていない場合。 
③含有食品添加物の量が、その食品の機能を保持するために必要となった量よりも少

ない場合。 

 
２．食品表示ラベル 

 
輸入上の検疫に関わる注意点と共に重要なのは、マレーシア国内市場で食品を販売する

際の規則で、特に表示ラベルに関する規定が多く存在する。マレーシアで販売する食品の

一般的な表示基準（輸入品、国産品に関係なく）は、Food Regulations 1985（食品規則

1985）に定められているが、マレーシア新食品ラベル法の施行により 2003 年 6 月 1 日か

ら国産品、輸入品の一部で、エネルギー、脂肪タンパク質、炭水化物の含有量の表示が義

務付けられている。 
以下、日本の輸出者へは主な注意点を示すに留め、詳しくは食品規則 1985 を参照する

ことになる。特にマレーシアの流通者である商社、卸業者、小売業者等は、一連の表示基

準とその最新情報を把握しておく必要がある。 

 
（１）一般表示基準 

 
１）言語の注意点 

マレーシア国内で生産、調達、パッケージされた食品に関しては、その表示はマレー語

を基準とし、輸入食品の表示に関しては、マレー語または英語とする、とされている。ま

た国産品、輸入品共に、必要に応じて他言語表示が求められる。 
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２）ラベル上の注意点 
・ラベルには詳しく適切にその製品の成分を示すこととされ、ラベル表記は読みやすくま

た見やすいところに添付すること。 
・混合食品の場合は、その旨であることを明確に記すこと。 
・牛肉、豚肉、またはそれら関連の成分やラードを含む場合は、それらを含むことを示すこと。 
・アルコールを含む場合は、“CONTAIN ALCOHOL”と明記すること。 
・水、食品添加物、栄養補助食品を除き、2 つ以上の成分を含む食品は、それらを重量の

比重で高いもの順に示すこと。 
・食品添加物を含む場合は、それらが認められている食品添加物であることを示すこと。 
・個数（液体で個別パックされている場合も）、正味重量を示すこと。 
・輸入食品に関しては、製造業者または、包装業者、製造権保有者（またはその代理業者）

の名称と住所、そして、マレーシアの輸入者の名称と住所、さらに原産地を示すこと。 
 
３）ラベル書式等の注意点 
・ラベル上の文字は、10 ポイント以上とすること。 
・食品が、表示ラベルに触れないように包装されていること。その際、包装の内側に表示

ラベルの添付も認められる。 
 
４）日付の注意点 

・賞味期限の表示方法に関しては、次の 3 つの書式方法があり、そのどれかに沿って記さ

れること。 
 有効日： EXPIRY DATE または EXP DATE （Date/Month/Year） 
 有効期限： USED BY （Date/Month/Year） 
 消費期限： CONSUME BY または CONS BY （Date/Month/Year） 
 耐久日数を示す場合は、 
 保持期限： BEST BEFORE または BEST BEF （Date/Month/Year） 
 
５）禁止表示 
・関係庁の認証が無い限り、グレードや優位性またはそれらを述べる文言は表示ラベルに

示してはならない。 
・規制上または製造上で純然に加工されない限り、表示ラベル上で Pure（純粋）またはそ

れに類似する表示を示してはならない。 
・倍増する（Compounded）、治癒する（Medicated）、強壮する（Tonic）、健康に利く（Health）、

以上の類似する文言を誇張して示してはならない。 
・規制上で認められている場合を除き、次の様な栄養上の表示はラベル上では認められな

い。栄養素の内容表示、栄養比較表示、栄養機能表示、増強等を意味する表示。 
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（２）栄養表示基準 

 
１）一般基準 

・栄養表示は、食品の栄養成分を国民消費者に正確に伝えるために行われる。 
・栄養表示は次の食品に必ず必要とされる。それらは、シリアル食品、食パン等のパン類、

ミルク飲料や粉ミルク、コンデンスミルク、エバミルク、発酵乳、缶詰肉、缶詰魚、缶

詰野菜、缶詰果物、果物ジュース、サラダドレッシング、マヨネーズ、ソフトドリンク、

大豆ミルク、大豆飲料。 
・食品のラベルに、次の事項を示す必要がある。 

① エネルギー量の表示。キロカロリーまたはキロジュールとして、100 グラム当た

りまたは 100 ミリリットル当たりで示すか、包装の場合は 1 包装当たり、または摂

取 1 回当たりで示す。 
② タンパク質、炭水化物、脂肪の量を、100 グラム当たり、100 ミリリットル当た

りで示すか、1 包装当たり、または摂取 1 回当たりのいずれかで表示することとす

る。 
・直ぐに飲める飲料（ready-to-drink beverage）のパッケージラベルには、含有糖量を次

のとおりに示すこと。    炭水化物×××g   糖質の合計×××g       
・脂肪酸の種類や含有量に関し示すこと。 
・エネルギー量の算出と表示に際しては、次の換算係数を用いることとする（【表４－２】）。 
 

【表４－２】エネルギー換算 

栄養物の種類 換算係数 

炭水化物 4 kcal／g（17 kj） 

タンパク質 4 kcal／g（17 kj） 

脂肪 4 kcal／g（37 kj） 

アルコール（エタノール） 7 kcal／g（28 kj） 

有機酸 3 kcal／g（13 kj） 

食物繊維 4 kcal／g（8.5 kj） 

 
２）栄養素比較表示基準 
・栄養比較表示とは、食品が含む栄養素の基準やエネルギーの有用性の比較表示となる。 
・食品パッケージの栄養比較表示には、次の表現やそれに類似する表現を用いることとす

る。“reduce（削減）” “less than（以下）” “fewer（少）” “increased（増加）” “more than
（以上）” “light（軽減）” “extra（付加）” 

・栄養比較表示は、ラベル上の注意点と次の基準に従って示されなければならない。 
① 比較表示をする場合は、同等品で異なった版のものか、または類似品との比較と
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する。そして、比較対照品が明確に示されなければならない。 
② 同等品と比較を行う場合は、質量の差異は、パーセンテージ表示、分数または絶

対量を用い正確に示さなければならない。 
③ 比較対照とする食品は、一般市場において広く認知されているものとする。 

 
３）栄養機能表示基準 
・栄養機能表示とは、食品が含む、人間の成長に関わる生理的な働きをする栄養素の表示

となる。 
・栄養機能表示は、疫病からの保護や措置に効能がある、と言った表現を含んではならな

い。 
・規制で定められていない限り、次に示す栄養機能表示やそれらに類似する表現は認めら

れている。 
① カルシウムは骨や歯の育成を促進する。 
② タンパク質は体の組織を育成し改修する。 
③ 鉄分は血液細胞形成の基になる。 
④ ビタミンＤにより、体内でカルシウムやリンが機能する。 

・関係庁の事前承認が無い表現は使用できない。 
 
３．ハラルマークの添付 

 
マレーシアはイスラム教国で、国民の半数以上がその教徒になる。イスラム教徒向けに

販売する動物性食品は、イスラム教の戒律に従って処理されていることを示すハラルのマ

ークを外装に表示して販売することが義務付けられている。ハラルのマークは、イスラム

開発局（JAKIM）によって発行される。 
 

ハラル認証されている豪州産牛肉のラベル 
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４．パッケージやコンテナの規制 

 
（１）小売市場において 

 
・小売市場で食品が供給される場合、食品パッケージは封印されている必要があり、パッ

ケージ自体は透明かまたは柔軟なものとされる。表示ラベルは通常、パッケージの上に

付されることとする。 

 
（２）パッケージ素材の規制と制限 

 
・過去に食品用として使用されてこなかった容器、コンテナ、機器等を使用して、食品の

調達や販売を行ってはならない。 
・過去に砂糖、小麦粉の包装用途で用いられた袋、過去に豚に関する製品に触れてきた機

器、コンテナ、過去にアルコールやシャンディー用に使われてきた容器、過去に牛乳や

ソフトドリンク用に使われてきた容器、を使用してはならない。 

 
以上で見てきた他に、農薬や他の汚染物質に関する規制等が存在する。それらは、かな

り専門的な項目も含み、関連事項の確認は、まずは現地の輸入商社等のパートナーに相談

し、農業省及び保健省から最新情報を入手することを勧める。 
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５．表示ラベル等のサンプル 

 
サンプル１： 輸入者の表示 
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サンプル２： 賞味期限の表示 

 
 

サンプル３： 脂肪量等の表示 

 

 
サンプル４： エネルギー表示 

 
 
 
 
 


