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平成27年度 輸出戦略実行事業 
牛肉部会における調査報告書 

【J.牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査】 

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 

（委託先：株式会社野村総合研究所） 

平成 2 7 年度輸出戦略実行事業 



注意事項・免責事項 
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• 本報告書は輸出戦略実行委員会牛肉部会で討議され、作成されたものです。 

• 本事業は、農林水産省の委託により、株式会社野村総合研究所が実施したものであり、本報
告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。 

注
意
事
項 

• 農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会社は、本報告書
の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害
及び利益の喪失については、原因の如何にかかわらず、一切の責任を負うものではありませ
ん。これは、たとえ、農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連
会社がかかる損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

• 本報告書の記載内容、情報については、その正確性、完全性、目的適合性等を保証するもの
ではありません。農林水産省及び委託事業者である株式会社野村総合研究所とその関連会
社は、本報告書の論旨と一致しない他の資料を発行している、または今後発行する可能性が
あります。 

免
責
事
項 



J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

牛肉部会に関する野村総研調査事項 
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Ⅰ．背景と目的 

 
H27年度牛肉部会における調査内容 

背景・目的 調査内容として盛り込むべき事項 

対象国・対象団体 調査のポイント 主な関連過去調査 

• 牛肉の輸出先拡大のためには、巨大市場で
あるイスラム圏への進出が重要である。 

• しかし、イスラム食品市場は、ハラール以外
の諸規制について、十分情報が整理されて
いないのが現状。 

• そのため、牛肉輸出に関する規制及び現地
の流通販売状況等を調査し、国内事業者向
けに情報を発信する必要がある。 

 

インドネシア 
UAE（ドバイ、アブダビ） 
カタール 
 

イスラム圏のうち、すでに牛肉の
輸出が 解禁されているインドネ
シア、ＵＡＥ及びカタールへの牛
肉輸出において、輸出先国にお
けるハラール以外の諸規制等に
ついて調査を行った。 

• 日本からの輸出に関する各
国の制度（JETRO） （随時
更新） 

 日本から輸出する際
の各国・地域の輸入
に関する諸規則の調
査    

• 日本農林水産物、食品輸出
に向けたハラール調査報告
書（JETRO) (2014年3月) 

 ハラール認証制度、
市場の実態、日本国
内のハラール認証団
体および認証取得企
業事例 

 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 



UAE（ドバイ、アブダビ）、カタールへの牛肉輸出における諸規制 

UAE（ドバイ、アブダビ）、カタールへの輸出入時および流通・販売時における諸規制の概要 
（UAEは首長国によって規制等が一部変わるが、下記では共通の規制を取り上げている） 
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輸出入時 

安全基準 
• 使用が禁止されている食品添加物あり（すべての食物製品にアルコールは添加禁止） 
• 残留農薬について、1994年UAE/GSO規格No. 382パート2（別表No. 15）の「農産物および食物製品への残
留農薬の最大許容量」の項に準ずる。 

通関・ 

検疫手続 

• 食肉衛生証明書等、各種必要書類の発行義務 
• 動物検疫（月齢制限30ヶ月齢未満） 

表示ラベル規則 
• 消費者保護に関する2006年連邦法No. 24の第7項 
商品の供給業者は取引のために物品を提供する際、はっきりと読みやすいアラビア語で記載されたラベ
ルを包装または容器の目立つ位置に貼付する。 

流通・ 

販売時 

ライセンス 

取得 

• UAE共通の免許や登録はなし。 
 
（以下ドバイの例） 
•食品に特化した商業ライセンスを取得する必要がある。 
•事前登録制度：ライセンスを取得した輸入業者はドバイ市庁（Dubai Municipality）の電子政府（E-
Government）へインターネット登録の必要あり 
• バーコードシステム登録：輸入しようとする食品の全品目に対して、バーコードシステムによる管理を行っ
ている「登録・分類システム（FIRS内のシステム）」に登録の必要あり 

商慣行・ 

商取引 

•  基本的に、代理店契約により商取引 
※代理店契約は、解約に際して両社の合意文書が必要であり、非常に困難であることから注意が必要。 
• 外国企業がUAE国内で商品を販売するには、現地の代理店を起用するか、現地法人の設立が必要。 
• 食品販売は、一般販売契約が主たる形態 
• フリーゾーンを活用することで100%自己資本で事業を開始することが可能。（ただし、フリーゾーン以外

での商行為は不可） 

ＵＡＥ（ドバイ、アブダビ）、カタール 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）JETRO各種資料より 



イスラム圏への牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

 
インドネシアの輸出入時および流通・販売時における諸規制の概要 
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輸出入時 

安全基準 

• 食品添加物に関するコーデックス規格 
• 「1996年第7号食料法」第10条に準じた添加物に関する規定 
• 使用禁止物質リスト 

通関・ 

検疫手続 

• 食肉衛生証明書の発行義務  
• 原産地証明書の取得（商工会議所） 
• 通関登録番号の取得 
• 原発関連規制により政府作成の放射線検査証明書の取得（47都道府県すべて） 

表示ラベル規則 

• 梱包に以下が記載されたラベルの貼付義務あり 
①輸出先国名、②と畜場の名称、所在地及び認定番号、③と畜年月日、または加工年月日、④牛肉の部
位及び重量、⑤ハラール印 
※記載はインドネシア語及び英語 

流通・ 

販売時 

ライセンス 

取得 

• 輸出業者としての登録が必要：一般輸入業者登録番号（API-U） 
• 商業許可書（SUIP）の取得 

商慣行・ 

商取引 

• コールドチェーンが未整備であり、冷凍冷蔵が必要な製品を輸入する業者は、自社でコールドチェーン
完備が義務付けられている。 

• 小売店では、賞味期限が残り3～4ヶ月となったものは店頭に置かない場合が多い。日本からの輸送・
通関・国内配送までの期間が約2ヶ月要することもあり、輸入業者は日本の港を出港時点で賞味期限
が10ヶ月未満の商品を取り扱いたがらない。 

インドネシア 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）JETRO各種資料より 



通関・検疫手続き（UAE） 

UAE（ドバイ、アブダビ）に牛肉を輸出する際に必要となる書類は以下の通りである 
書類によって発行機関が異なる 
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 輸出入業務は基本的に各首長国の税関が管理しているが、必要書類等の発行・証明は様々な行政機関により行われる。 

 海上貨物現地輸入時の必要書類として、インボイスと原産地証明に在京UAE大使館の査証を受ける必要有となっているが、ドバイ税関による
と、航空・陸上貨物と同様に査証は必要ないとのこと（2011年2月確認）。※カタールでは必須 

 

輸出入時 
通関・ 

検疫手続 

• 食肉衛生証明書等、各種必要書類の発行義務 
• 動物検疫（月齢制限30ヶ月齢未満） 

必要書類 関連機関 備考 

輸出申告書 税関 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

食肉衛生証明書 地方自治体（※） 
※牛肉処理を行った選定と畜場を管轄する食肉衛生検査所。
食肉衛生検査所を設置していない場合は、と畜検査を実施し
ている保健所が該当する。 

ハラール証明書 認証機関 UAE政府に認可された認証機関 

輸出検疫証明書 
動物検疫所 輸出検査を受けるためには、食肉衛生証明書と 

ハラール証明書が必要 

放射性物質検査結果報告書 放射性物質検査機関 放射性物質検査は指定15都県にのみ要求され、指定15都県
以外は、政府発行の産地証明書が要求される。 
（H27年8月7日時点） 
ただし、アブダビでは産地証明書が必須であるが、ドバイでは
放射性物質検査結果報告書があれば、産地証明書は不要 

産地証明書 農政局 

荷渡指示書（D/O）（Airway, Sea Chanel） 
通関業者、貨物取扱業者 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

船荷証券（B/L）（Airway, Sea Chanel） 

インボイス 
事業者 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

パッキングリスト 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）農林水産省、厚生労働省、JETRO各種資料より 



通関・検疫手続き（UAE） 

 
（参考）食肉衛生証明書のサンプルと国内の対UAE、カタール食肉取扱施設 
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対アラブ首長国連邦輸出食肉取扱施設（H27年7月8日時点） 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

食肉衛生証明書 

出所）厚生労働省HP掲載資料 「対UAE輸出牛肉の取扱要綱」、「対UAE輸出牛肉取扱施設」 
「対カタール輸出牛肉の取扱要綱」、「対カタール輸出牛肉取扱施設」より 

 現在、対インドネシア輸出牛肉を取り扱う国内食肉施設は、と畜場2ヶ所、
食肉処理場2ヶ所である。 

対カタール輸出食肉取扱施設（H27年8月21日時点） 



表示ラベル規則（UAE） 

UAEでは、法令に基づき、販売される食品の表示ラベルについて以下の通りに規則が定め
られている 
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※ラベルには以下の各事項を原則アラビア語で表示することが求められる。（ドバイの例） 
 
 
 
 

 
 
 

輸出入時 表示ラベル規則 
• 2007年UAE/GSO規格No.9「ラベルに関する法令」第5条では、表示義務項目 

商品の供給業者は取引のために物品を提供する際、はっきりと読みやすいアラビア語で記載されたラベ
ルを包装または容器の目立つ位置に貼付する。 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）ドバイ政庁食品管理局発行 “Import and Re-export requirements for foodstuff” 

①商標名 Brand Name 

②製品名 Product Name 

③成分  The food ingredients ※重量あるいは体積が重い / 大きい順に並べる。 

④製造日および賞味期限 Production & expiration dates 

⑤生産者・販売者・輸入業者  
Name of the food manufacturer, packer, distributor or importer 

⑥正味重量 Net weight or volume 

⑦原産国 Country of Origin 

⑧製品バーコード Product’s barcode 

⑨ロット番号 Lot number 

⑩ハラール認証マーク 

※⑪保管条件 Storage conditions ※保管条件が製品の品質に関わる場合には記載 

ドバイの小売店で販売されている豪州牛肉 

（出所）ドバイ政庁食品管理局発行 “Import and Re-export requirements for foodstuff” （出所）NRI現地撮影 



販売における諸規制：ライセンス取得（UAE） 

UAEでは、現地で輸出入品を取り扱うためには食品に特化したライセンスを取得する必要
がある。また、取り扱う食品についても現地データベースへの登録が必要となる 
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※注意点：ライセンスは日本に拠点を置く日本企業は取得できない。取得のためには、現地法人登録が必要 

【発行元】（ドバイの例） 

 ドバイ経済開発局がライセンスを発行する。インターネットによる手続きが可能。 

 また、輸入しようとする食品についてバーコードシステムを登録する必要があり、こちらの手続きもインターネット上での手
続きが可能。 

【ライセンスを取得している主な流通業者（ドバイの例）】 

流通・ 

販売時 

ライセンス 

取得 

• UAE共通の免許や登録はなし。 
（以下ドバイの例） 
•食品に特化した商業ライセンスを取得する必要がある。 
•事前登録制度：ライセンスを取得した輸入業者はドバイ市庁（Dubai Municipality）の電子政府（E-
Government）へインターネット登録の必要あり 
• バーコードシステム登録：輸入しようとする食品の全品目に対して、バーコードシステムによる管理を行っ
ている「登録・分類システム（FIRS内のシステム）」に登録の必要あり 

 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

企業名 Summit Trading Co. L. L. C. Ajman General Services & 
Supplies Co., L.L.C. 

Deans Trading Co. LTD. 

本社住所 P.B. 2390 , ABU DHABI , UAE Post Box : 688 
Ajman - United Arab Emirates  

P.B. 25290 , ABU DHABI , UAE 

電話番号 + 971 2 6743 100 +971 6 74 22 133 +971 2 67 80 430  

Emailアドレス info@summit.ae info@agssuae.com deans@eim.ae 

ホームページ http://www.summit.ae/index.php http://www.agssuae.com/index.html http://deanstrading.com/ 

主な取扱商品 常温品として、500アイテム以上の商品を取
り扱っている 

焼のり、豆腐、味噌、えだまめ、米、調味料、
インスタントラーメン、水産物 等 

醤油、味噌、水産物、加工食品など 
別途、小売店（Deans Fujiya）を運営している 

出所）JETRO『ドバイの食品ディストリビューター・インポーター情報』2010年3月、各社HPよりNRI作成 



販売における諸規制：代理店契約（UAE） 

UAEをはじめとする中東諸国には商事代理法があり、輸出入品等の販売を行う際は代理
店契約を結ぶことが多いが、代理店が業務を独占することが多く、契約時には注意が必要 
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 代理店制度においては、一旦代理店登録がなされると契約上の合意の有無に関わらず、代理店に独占権があるとみなさ
れる場合が多い。 

 独占権を与えると解約等の手続きが、非常に困難となるため、契約の際に以下の２点に注意することが重要となる。 

①代理店による商事代理店の登録を防ぐこと。 

②契約上で、代理店に独占権を与えない非独占的取引である旨を明記すること。 

 

 

 契約前に代理店及び関連法令について十分に調査する。 

 独占的代理か非独占的代理かを確認する。 

 期間満了、契約の更新方法を確認する。 

 解約事由について明示的に記載する。 

 問題が生じた際、書面による記録の作成と保管をきちんと行う。 

流通・ 

販売時 

商慣行・ 

商取引 

• 基本的に、代理店契約により商取引 
※代理店契約は、解約が非常に困難であることから注意が必要。 

代理店の独占権 

契約時の注意点 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Pillsbury WinthropShaw Pitman LLP資料
「中東ビジネス関連法」より 



販売における諸規制：フリーゾーン（UAE） 

UAE国内で商品販売を行う際の主な手段は代理店契約を結ぶことだが、食品の場合は 
現地法人をフリーゾーンに設立し、一般販売契約が主たる取引形態である 
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流通・ 

販売時 

商慣行・ 

商取引 

• 外国企業がUAE国内で商品を販売するには、現地の代理店を起用するか、現地法人の設立が必要。 
• 基本的に、代理店契約による商取引だが、食品販売の場合は一般販売契約が主たる形態 
  ※代理店契約は、解約が非常に困難であることから注意が必要。 
• フリーゾーンを活用することで100%自己資本で事業を開始することが可能 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

 フリーゾーンは、UAEの中で主にアブダビやドバイといった首長国が、外資誘致を進めるために整備した地域であり、一国内にありながら、多く
の優遇措置がある。 

 最大のメリットは、100%自己資本で事業を開始できる点であり、このメリットを活用し、多くの外資企業が商品の輸出入拠点として現地法人を

開設している。 

関税関連 
ガバナンス その他 

原料輸入 対UAE輸出 対GCC再輸出 

フリーゾーン 

○原則として、
関税なし 
（ただし、原料
として認められ
る必要がある） 

○関税なし ×5%の関税 

○株式を100%
保有でき、外資
のみによる経営
が可能 

○代理店や現地企業
との交渉にかかる労
力を省ける 

フリーゾーン 
以外 

UAE内の代理
店は5%の輸入
関税を支払い、
貨物を引き取
る。 
 

○アブダビで付加
価値を40%以上
つければ非課税 

×契約を結んだ
代理店や現地企
業が経営に関与
してくる 

○販路開拓に有利に
なる可能性がある 
○プロモーション活動
や顧客の紹介等、経
営に貢献する 
×代理店や現地企業
との交渉に労力がか
かる。 

（備考） 
※課税・非課税の最終判断は税関職員によるので、事
前の確認が必要 

UAEにおけるフリーゾーン、非フリーゾーンの比較 
ドバイの主なフリーゾーンの位置 

フリーゾーンの集積地域 
Jebel Ali Freezone 
（ジュベル・アリ・フリーゾーン） 

（出所）JETRO資料 2015年4月 
（出所）各種資料よりNRI作成 



イスラム圏への牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

 
（再掲）インドネシアの輸出入時および流通・販売時における諸規制の概要 
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輸出入時 

安全基準 

• 食品添加物に関するコーデックス規格 
• 「1996年第7号食料法」第10条に準じた添加物に関する規定 
• 使用禁止物質リスト 

通関・ 

検疫手続 

• 食肉衛生証明書の発行義務 
• 通関登録番号の取得 
• 原発関連規制により政府作成の放射線検査証明書が必要（47都道府県すべて） 

表示ラベル規則 

• 梱包に以下が記載されたラベルの貼付義務あり 
①輸出先国名、②と畜場の名称、所在地及び認定番号、③と畜年月日、または加工年月日、④牛肉の部
位及び重量、⑤ハラール印 
※記載はインドネシア語及び英語 

流通・ 

販売時 

ライセンス 

取得 

• 輸出業者としての登録が必要：一般輸入業者登録番号（API-U） 
• 商業許可書（SUIP）の取得 

商慣行・ 

商取引 

• コールドチェーンが未整備であり、冷凍冷蔵が必要な製品を輸入する業者は、自社でコールドチェーン
完備が義務付けられている。 

• 小売店では、賞味期限が残り3～4ヶ月となったものは店頭に置かない場合が多い。日本からの輸送・
通関・国内配送までの期間が約2ヶ月要することもあり、輸入業者は日本の港を出港時点で賞味期限
が10ヶ月未満の商品を取り扱いたがらない。 

インドネシア 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）JETRO各種資料より 



通関・検疫手続き（インドネシア） 

インドネシアに牛肉を輸出する際に必要となる書類は以下の通りである 
書類によって発行機関が異なることに注意が必要である 
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 現在、対インドネシア輸出牛肉を取り扱う国内食肉施設は、と畜場１ヶ所、食肉処理場1ヶ所である。（次ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

輸出入時 
通関・ 

検疫手続 

• 食肉衛生証明書等、各種必要書類の発行義務 
• 放射性物質検査結果報告書の提出（47都道府県すべて） 

必要書類 関連機関 備考 

輸出申告書 税関 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

食肉衛生証明書 地方自治体（※） 
※牛肉処理を行った選定と畜場を管轄する「食肉衛生   
  検査所」。食肉衛生検査所を設置していない場合は、  
    と畜検査を実施している「保健所」が該当する。 

ハラール証明書 認証機関 UAE政府に認可された認証機関 

輸出検疫証明書 
動物検疫所 輸出検査を受けるためには、食肉衛生証明書とハラー

ル証明書が必要 

放射性物質検査結果報告書 放射性物質検査機関 
放射性物質検査は47都道府県すべてに要求される。

報告書がない場合は、インドネシアにて全ロット検査さ
れる。 

荷渡指示書（D/O）（Airway, Sea Chanel） 
通関業者、貨物取扱業者 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

船荷証券（B/L）（Airway, Sea Chanel） 

インボイス 
事業者 輸出の際に一般的に必要な共通資料 

パッキングリスト 
出所）農林水産省、厚生労働省、JETRO各種資料より 



通関・検疫手続き（インドネシア） 

 
（参考）食肉衛生証明書のサンプルとその発行機関 
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ＭＵＩからのハラール認証を受けた国内食肉施設（H26年11月26日時点） 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

食肉衛生証明書 

出所）厚生労働省HP掲載資料 「対インドネシア輸出牛肉の取扱要綱」、「対インドネシア輸出牛肉取扱施設」より 



表示ラベル規則（インドネシア） 

 
インドネシアでは販売される食品の表示ラベルについて以下の通りに規則が定められている 
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※対インドネシア輸出牛肉の梱包に、インドネシア語及び英語で以下が記載された印またはラベルは配布する 

  
  
 
 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

輸出入時 表示ラベル規則 
• 認定と畜場等は、輸出牛肉梱包に、規則で定められた項目を記載したラベルの貼付義務がある 
※記載はインドネシア語及び英語 

出所）JETRO ジャカルタ事務所  加工食品の輸入制度より抜粋 

①商標名 Brand Name 

②製品名 Product Name 

③成分  The food ingredients ※重量あるいは体積が重い / 大きい順に並べる。 

④製造日および賞味期限 Production & expiration dates 

⑤生産者・販売者・輸入業者の名前  
Name of the food manufacturer, packer, distributor or importer 

⑥正味重量 Net weight or volume 

⑦原産国 Country of Origin 

⑧製品バーコード Product’s barcode 

※⑪保管条件 Storage conditions ※保管条件が製品の品質に関わる場合には記載 

販売時の表示ラベルの項目 

①輸出先国名 

②と畜場の名称、所在地及び認定番号 

③と畜年月日、加工年月日及び製造年月日 

④牛肉の部位および重量 

⑤ハラールマーク 

認定と畜場が発行し貼付するラベルの項目 

出所）厚生労働省 対インドネシア輸出牛肉の取扱要綱 



商習慣：コールドチェーン（インドネシア） 

インドネシアではコールドチェーンが未整備であり、生鮮食品である牛肉を現地で取り扱うた
めには、コールドチェーン設備の強化が不可欠 
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 ジャカルタ首都圏には冷凍・冷蔵庫業者が40社存在する。 
 そのうち、自社倉庫の一部または全部を貸し出しているのは１１社であるが、

最も大規模な業者は、 
PT. Sukanda Jayaであり、ジャワ島外までも含めて広い流通網を持っている。 

 ただし、 PT. Sukanda Jayaの取引相手は基本的にグローバル大企業である
ため、日本企業にとっては、取引量や金額等の理由で利用しづらいのが現状
であり、牛肉のような生鮮食品を取り扱う場合は、自社でコールドチェーン設

備を強化する必要がある。  
 
 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

流通・ 

販売時 

商慣行・ 

商取引 

• コールドチェーンが未整備であり、冷凍冷蔵が必要な製品を輸入する業者は、自社でコールドチェーン
完備が義務付けられている。 

• 小売店では、賞味期限が残り3～4ヶ月となったものは店頭に置かない場合が多い。日本からの輸送・
通関・国内配送までの期間が約2ヶ月要することもあり、輸入業者は日本の港を出港時点で賞味期限
が10ヶ月未満の商品を取り扱いたがらない。 

インドネシア国内のコールドチェーンの状況 

※インドネシアでの常温帯は30~35℃あたりであり、コ

ールドチェーンの整備なしでは牛肉の劣化を早める危
険性がある。 

牛肉の温度管理 

出所）「衛生管理の基本と加工作業管理マニュアル」 全国食肉事業協同組合 



商習慣：コールドチェーン（インドネシア） 

 
（参考）ジャカルタ首都圏内で自前の冷凍・冷蔵庫を保持し、貸し出している業者 
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J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）JETRO資料より抜粋 



販売における諸規制：ドバイにおけるライセンス取得 

（参考）商業ライセンスの登録方法（１/３） 
（※UAEの現地企業が行うことであり、日本の輸出企業側は行う必要がない。費用も発生しない） 
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①Government of DubaiのWebサイトにて、Registerという項目を選択 
（URL：www.dm.gov.ae ） 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Government of Dubai Webサイトより 



販売における諸規制：ドバイにおけるライセンス取得 

 
（参考）商業ライセンスの登録方法（２/３） 
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②User Managementのページにて、Business Serviceの
Company and Admin User Registrationを選択 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Government of Dubai Webサイトより 



販売における諸規制：ドバイにおけるライセンス取得 

 
（参考）商業ライセンスの登録方法（３/３） 
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③登録画面になるので、フォームに沿って企業情報や輸出食品名等を記入 
④登録が終了すると、Trade License及びユーザーIDとパスワードがメールにて
送付されてくる。 

※登録料は約15,000Dhs(1Dhs＝約32円) 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Government of Dubai Webサイトより 



販売における諸規制：ドバイにおけるライセンス取得 

（参考）食品のバーコードシステム事前登録方法（１/２） 
（※UAEの現地企業が行うことであり、日本の輸出企業側は行う必要がない。費用も発生しない） 
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①バーコード事前登録手続きとして、FIRS(Food Import & ReExport Service)
のページにアクセスし、Search Food Itemsを選択 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Government of Dubai Webサイトより 



販売における諸規制：ドバイにおけるライセンス取得 

 
（参考）食品のバーコードシステム事前登録方法（２/２） 
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②登録した商品のバーコードを入力し、登録手続きを行う。 

①バーコード入力 

②すでに同じ商品が登録済みの場合、自
身で登録した内容はrejectされ、画面上
に下記のように登録内容が表示される。 

J．牛肉輸出におけるハラール以外の規制等の調査 

出所）Government of Dubai Webサイトより 
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