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まえがき 

 

本調査（海外貿易情報収集等基本調査・収集活動）は、農林水産省大臣官房国際部貿易

関税チーム輸出促進室の委託により、日本通運株式会社が実施し、その調査結果を本マニ

ュアルに取りまとめた。 
 
本マニュアルは、米国向けに日本の農林水産物や食品の輸出を促進するため、輸出に関

心をもつ生産者、企業および関係団体等に活用していただくことを念頭において、日本の

輸出検疫手続、貿易決済方法、輸出通関・輸送、米国側の輸入手続、米国における日本産

品の嗜好、及び現地での輸入をスムーズにするための注意点等をまとめたものである。 
 
本マニュアルを作成するにあたり、できるだけ正確を期したつもりであるが、執筆後の

制度改正やサービス変更などにより、内容と実態とが異なる部分も出てくる可能性がある。

実際に農林水産物・食品の輸出や販売を行う際には、事前に関係機関または輸入者へ照会

する、あるいは関連法令を参照するなど、最新情報をご確認していただきたい。 
 
 
2007 年 3 月 
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本マニュアルの構成 

 

通常、「輸出マニュアル」は輸出側の手続を述べるものである。しかし、それだけでよい

のであろうか。本マニュアルは、サプライチェーンも意識して作成されている。 
 
本マニュアルは、輸出貨物の発地（日本）から着地（米国）までの全体の流れのなかで、

各場面でどのような規制、制度が存在し、どのような手続が求められ、どのようなプロセ

スで商品が消費地まで輸送されるのかを明らかにすることとした。そのために、日本の輸

出検疫、通関の制度的側面だけでなく、貿易手続や国際輸送手配も内容に加え、さらには

現地の輸入プロセスまでをも調査した。このようにして全体像を把握することで、現地の

輸入者が円滑に輸入を行うために、輸出者がどのようなことを行えばよいのかといった視

点をも加味した実務的なマニュアルを目指した。  

  

本書は輸出入に関する内容（第１章から第５章）と、マーケティングに関する内容（第

６章から第９章）の 2 部構成になっている。 
さらに必要書式等を資料編（第１０章）でまとめているので参考にしていいただきたい。 
 
第１章から第５章では、発地の日本から着地の米国までのなかで、どのような規制、制

度が存在し、どのような手続が必要とされ、どのようなプロセスで商品が着地まで輸送さ

れるのか、実際の貨物の流れに沿って解説している。 
 
第６章から第９章では、米国市場のマーケティング調査の結果を説明している。わが国

の農林水産物・食品の輸出促進のためには、米国の顧客嗜好や市場動向に合致した産品の

品揃え・開発が必要・不可欠であること、さらには、米国食品市場の特徴、販売の留意点

についても言及している。 

さらに、ケーススタディーとして、各県で輸出促進のために行われている取組みを取り

上げ、米国向けの輸出の経験を積むなかで、蓄積した情報についても紹介を試みている。
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チェック！ カテゴリごとの輸出可能性 

 

輸出
可能性

コメント マニュアル関連部分

△

・2006年12月より牛肉は認定施設で生
産されたものは輸出可能となったが、そ
の他の豚、鶏、家禽肉等は輸出できな
い。
・ただし、牛肉や牛を原材料とする加工
品は輸出できず、あくまで「肉」のみが
輸出可能である。

・第１章のⅠの２（P.6～9）
・第１章のⅡの２（P.14～15）
・第１章のⅢの２（P.23～26）
・第４章のⅠの２（P.71～72）

△

・認定された施設で作る認定された食品
のみ輸出可能。
・加工・加熱外の貝類は不可能。

・第１章のⅡの３（P.16）
・第１章のⅢの３（P.27～31）
・第４章のⅠの２（P.73）

△

・生産地、仕向け地ごとで輸出できる品
目が異なる。
・輸入が認められている以外のものは、
原則輸出できない。

・第１章のⅠの３（P.10～11）
・第１章のⅡの１（P.12～13）
・第１章のⅢの１（P.18～22）
・第４章のⅠの１（P.69～70）

△

・肉、肉製品（エキス）が入っているもの
は輸出できないと判断されるケースが
多い。
・水産物が入っていることが商品の特徴
となる場合は、認定工場で作られる必
要がある。
・食品安全の観点から、HACCP認証を
受けていることが求められるようになっ
てきている。
・ラベル、添加物、着色料等の基準をク
リアーする必要がある。

・第１章のⅡの４（P.17）
・第１章のⅢの４（P.32～37）
・第４章のⅡの１から５（P.74～83）

加工食品

カテゴリー

肉・肉製品

水産物

野菜・果実
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もっともっと知りたい

１．米国のマーケット特性を把握したい 
⇒ 第６章（P.90～96） 
⇒ 第７章（P.97～105） 
⇒ 第８章（P.106～125） 

４．日本での輸出規制はあるのか 
⇒ 第１章のⅠ（P.2～11） 

５．相手国の輸入規制はどうなっ

ているのか 
⇒ 第１章のⅡ（P.12～17） 
⇒ 第４章（P.68～83） 

３．輸入関税はどうなっているのか 
⇒ 第５章のⅠ（P.85～87） 

７．貿易手続はどうすればよいの

か 
⇒ 第２章のⅠ（P.39～47） 

９．輸出貨物をだれに扱ってもら

うか、輸出物流の流れを知りた

い 
⇒ 第２章のⅡ（P.48～49） 
⇒ 第３章（P.50～67） 

２．輸出コストはどれぐらいかかるのか 
⇒ 第３章のⅢ（P.65～67） 

８．米国に到着してからどのような

輸入手続が行われるのか 
⇒ 第４章（P.68～83） 
⇒ 第５章のⅡ（P.88～89） 

10．輸出にあたっての留意事項は 
⇒ 第９章（P.126～130） 

６．輸出の際に日本国内でどのよ

うな書類を取得する必要がある

のか 
⇒ 第１章のⅢ（P.18～37） 
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マニュアルのフロー 

  

マニュアルの流れ 各章の確認内容 

第１章 
輸出事前確認

第２章 
日本国内の輸出手続 

第４章  
米国の農産物･食品の輸

入検疫・検査手続

第３章  
日米間国際輸送関連業務 

第１０章 資料編 

第５章 
米国の農産物・食品の 

輸入通関 

第６章 
米国の市場・消費動向 

第７章 
マーケティング 

第９章  
流通への要請

第８章 
ケーススタディー 

輸

出

業

務

の

流

れ 

マ

ー

ケ

テ

ィ

ン

グ

・農林水産物・食品を輸出するために必要な日本での手続

・輸入者が必要とする輸出者の手続、書類、情報 

・貿易手続の解説（契約・決済） 
・国際物流業者の起用

・国際輸送業務の解説（輸出手段の検討） 
・輸出通関の解説（手続きや費用）

・米国の検疫手続と食品輸入手続

・米国の輸入通関と関税 

・統計資料からみた、米国の市場・購買層 

・地方自治体・企業の取組みを紹介

・食の安全性のトレンドと方向性 

・日本の農林水産物・食品のマーケティング 

・書式、帳票の見本
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