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（作成日：平成 30 年８月 31 日） 
（最終更新日：令和４年４月１日） 

 
メキシコ向け輸出水産食品の取扱要綱 

 
１．目的 
  この要綱は、メキシコ向け輸出水産食品について、農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する法律施行規則（令和２年財務省・厚生労働省・農林水産省令第１号）

第３条に基づく衛生証明書の発行等に関する手続を定めるものである。 
 
２．定義 
  本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
（１）メキシコ向け輸出水産食品：我が国からメキシコに輸出される別添２に掲げる

水産動物（活水産動物を除く。）及び藻類並びにそれらの加工品（乾燥品、塩蔵

品、燻製品等） 
（２）取扱施設：メキシコ向け輸出水産食品を最終加工（単なる保管を除く。本要綱

において同じ。）する施設 
（３）輸出支援課：農林水産省輸出・国際局輸出支援課 
（４）食品監視安全課：厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 
（５）証明書：メキシコ向け輸出水産食品のための衛生証明書 
（６）取扱施設管理者：取扱施設において、本要綱の要件が遵守されていることに責

任を負う個人又は法人 
（７）輸出者：取扱施設で最終加工されたメキシコ向け輸出水産食品を輸出しようと

する者であって、生産から輸出に至るまでの流通経路を把握し、その間の衛生管

理について責任を負う者 
（８）地方農政局等：北海道農政事務所、東北農政局、関東農政局、北陸農政局、東

海農政局、近畿農政局、中国四国農政局、九州農政局及び内閣府沖縄総合事務局 
（９）都道府県等の試験検査機関：食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。本要綱にお

いて「法」という。）第 29 条に規定する都道府県等の食品衛生検査施設 
（10）登録検査機関：法第４条第９項に規定する登録検査機関 
 
３．証明書の発行 
（１）証明書の発行要件 
  証明書の発行は、メキシコ向け輸出水産食品が次に掲げる要件の全てに適合する

ときに行うものとする。 
  なお、輸出支援課及び地方農政局等は、必要に応じて官能検査等を実施し、貨物

の状態を確認することができる。 



 ア 関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第２条第１項第４号の「内国貨物」であるこ

と。 
 イ 別紙様式１－１（１．輸出水産食品の詳細）と添付書類の内容が合致している

こと。 
 ウ ３（２）ア④に該当する取扱施設において最終加工されたものであり、申請書

類の内容において食品衛生上の問題が認められないこと。 
 エ 都道府県等の試験検査機関又は登録検査機関の試験成績書の結果が、３（２）

ア⑤に基づく検査基準を満たしていること（別途検査に係る通知等が定められて

いるときに限る。）。 
（２）証明書の発行手続等 
 ア 輸出者は、メキシコ向け輸出水産食品について、輸出を行うごとに、別紙様式

１－１に以下の①から⑦までの書類等を添付して、誓約事項を了承の上、別表を

参照し、輸出支援課又は取扱施設の所在する都道府県を管轄する地方農政局等に

提出すること（なお、③を申請時に提出できないときは、証明書発行日までに提

出すること。また、①から③までについては、別紙様式１－１（１．輸出水産食

品の詳細）の内容が確認できるものであれば全てを提出する必要はない。）。 
   生鮮品の輸出など、申請日当日に証明書の交付を希望するときは、手続を円滑

に行うため、事前に申請先に相談するなど連携を図ること。 
   なお、電子メールによる申請を行うときは、別添１によること。 
  ① インボイスの写し 
  ② パッキング・リストの写し 
  ③ 船荷証券（BL）又は航空貨物運送状（AWB）の写し 
  ④ 取扱施設が以下のいずれかに該当する施設であることを示す書類の写し。a

又は b に該当する取扱施設については、c の内容が確認できる書類の写しにつ

いても添付すること。 
   ※ 同一の輸出者が同一の取扱施設において最終加工した水産食品を継続して

輸出する場合であって当該書類の記載内容に変更がないときは、別紙様式１

－１への記載により添付を省略することができることとする。 
   a 法第 55 条に基づく営業許可を有し、又は法第 57 条に基づく営業届出を行っ

ている施設 
   b 条例等による食品製造等の営業許可を有し、又は営業に係る届出等を行って

いる施設 
   c 食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の衛生管理が実施されてい

ることが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設 
  ⑤ 必要に応じ別途定める通知等に基づき、都道府県等の試験検査機関又は登録

検査機関において自主検査を実施し、検査基準を満たしていることを確認でき

る発行日から１年以内（３年以上の輸出実績があり、過去３年間の検査結果に

問題が認められなかった場合には３年以内）の試験成績書の写し（別途検査に

係る通知等が定められているときに限る。） 
   ※ 同一の輸出者が同一の取扱施設で加工された同一製品を試験成績書の有効



期間内に継続して輸出する場合には、当該試験成績書の添付を省略すること

ができることとする。 
  ⑥ 入手経路等が明らかとなる取引関係書類の写し 
  ⑦ 郵送での受取りを希望するときは、切手を貼付し、宛先を記入した返信用封

筒 
   ※ 別紙様式１－１のコンテナ番号及び封印番号については、申請時までに判

明しないときは、空欄の状態で提出可能とするが、証明書発行日までに、別

紙様式１－２を提出すること。 
 イ 輸出支援課又は地方農政局等は、アにより申請を受けたときは、提出のあった

書類により（１）の要件に適合しているかどうかを審査した後、問題がないと認

められるときは、速やかに別紙様式２により証明書原本を交付する。 
 ウ 輸出支援課又は地方農政局等は、証明書発行申請内容の確認等に当たり、必要

に応じて、申請者に対し追加資料の提出を求めることがある。 
 エ 輸出支援課及び地方農政局等は、証明書原本の写し及び関係書類を証明書発行

年度の翌年度から３年間保存する。 
 オ 地方農政局等は、前年度の証明書発行件数等について、別紙様式５により新年

度の４月末日までに輸出支援課に報告する。なお、発行実績がないときは０件と

して報告すること。 
（３）証明書の返却等 
 ア 予定していた輸出が中止になり、証明書が不要になった場合において、未だに

証明書が発行されていないときは、輸出者は、別紙様式３の取消願を、発行を申

請した輸出支援課又は地方農政局等に提出すること。 
 イ 前項の場合において、既に証明書が発行されているときは、輸出者は、速やか

に証明書原本を、別紙様式３の取消願とともに、発行を受けた輸出支援課又は地

方農政局等に返却すること。この場合において、輸出支援課又は地方農政局等は、

中止された輸出に関する証明書の返却が確認されるまで、当該輸出者に対して新

たな証明書の発行を行わないものとする。 
（４）証明書発行の停止 
  次のアからウまでのいずれかに該当するときは、輸出支援課は当該輸出者に対す

る証明書の発行を停止することができるほか、地方農政局等は、輸出支援課と協議

の上、当該輸出者に対する証明書の発行を停止することができる。なお、発行停止

に当たり、輸出支援課は、必要に応じて食品監視安全課の意見を聴取するものとす

る。 
 ア 提出書類の記載内容が虚偽若しくは不実であると認められ、又はその疑いがあ

るとき。 
 イ 過去に交付を受けた証明書の不正使用が判明している輸出者からの申請であっ

て、当該輸出者に証明書を交付した際に証明書の適正使用が確保されないと判断

されるとき。 
 ウ その他相当の理由があると認められるとき。 
 



４．その他 
（１）証明書の要否の判断について 
  輸出者は、証明書を要する水産食品に該当するか等判断が困難なときは、事前に

メキシコ政府に確認をすること。 
（２）取扱施設管理者及び輸出者自らの衛生管理について 
  取扱施設管理者及び輸出者は、メキシコの食品衛生上の規則及び条件について自

ら情報収集を行うとともに、メキシコ向け輸出水産食品について適宜モニタリング

検査を実施する等により、メキシコ向け輸出水産食品に関する自主的な衛生管理に

努めること。 
（３）違反した輸出水産食品等に対する対応 
  輸出支援課は、メキシコの食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡をメキシコ

政府から受けるなど、メキシコ向け輸出水産食品に問題が発生したときは、輸出者

及び取扱施設への原因究明及び改善の指示、検査の強化等の必要な措置を採るもの

とする。 
  この場合において、問題点が改善されたと判断したときは、輸出支援課は、検査

の強化等の措置を解除することができる。 
  この際、輸出支援課は、必要に応じ食品監視安全課に対し協力を求めるものとす

る。 
（４）メキシコ政府との協議 
  輸出支援課は、（３）に定めるもののほか、メキシコ政府からの違反連絡等があ

ったときは、メキシコ側と協議の上、適切な措置をとるものとする。 
 
 



（別表） 
 
地方農政局等一覧 
管轄する都道府県 提出先・連絡先 住所 電話 

北海道 

 

 

北海道農政事務所生産

経営産業部事業支援課 

 

〒064-8518 

札幌市中央区南 22 条西 6 丁目

2-22 

011-330-8810 

 

 

青森県、岩手県、

宮城県、秋田県、

山形県、福島県 

東北農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町 3-3-1 

（仙台合同庁舎） 

022-221-6402 

茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、

神奈川県、山梨県、

長野県、静岡県 

関東農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

 

 

 

〒330-9722 

さいたま市中央区新都心 2-1（さ

いたま新都心合同庁舎 2 号館） 

 

 

048-740-5351 

 

 

 

 

新潟県、富山県、

石川県、福井県 

 

北陸農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

 

〒920-8566 

金沢市広坂 2-2-60 

（金沢広坂合同庁舎） 

076-232-4233 

 

 

岐阜県、愛知県、

三重県 

東海農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

〒460-8516 

名古屋市中区三の丸 1-2-2 

052-715-3073 

滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県 

 

近畿農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

 

 

〒602-8054 

京都市上京区西洞院通下長者町

下ル丁子風呂町 

（京都農林水産総合庁舎） 

075-414-9101 

 

 

 

鳥取県、島根県、

岡山県、広島県、

山口県、徳島県、

香川県、愛媛県、

高知県 

中国四国農政局経営・

事業支援部輸出促進課 

 

 

 

〒700-8532 

岡山市北区下石井 1-4-1 

（岡山第 2 合同庁舎） 

 

 

086-230-4246 

 

 

 

 

福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、

鹿児島県 

九州農政局経営・事業

支援部輸出促進課 

 

 

〒860-8527 

熊本市西区春日 2-10-1 

（熊本地方合同庁舎） 

 

096-211-9334 

 

 

 

沖縄県 

 

 

内閣府沖縄総合事務局

農林水産部食料産業課 

 

〒900-0006 

那覇市おもろまち 2 丁目 1-1 

（那覇第 2地方合同庁舎 2号館） 

098-866-1673 

 

 

 
 



（別添１） 
 

電子メールによる証明書の発行申請手続 
 
１．食品輸出計画書の提出 
  輸出者は、別紙様式４に必要事項を記入の上、以下の手順により年度内の食品輸

出計画書を輸出支援課又は地方農政局等に提出すること。 
（１）食品輸出計画書は、前年度の輸出実績、当該年度の事業計画などを踏まえ、提

出時点で可能な範囲で記載すること。 
（２）一つの食品輸出計画書に、輸出支援課又は同一の地方農政局等で証明書を発行

する他の輸出先国・地域の輸出計画を併せて記載して差し支えない。 
（３）輸出先国・地域の追加が生じた場合は、同様式により食品輸出計画書の変更を

届け出ること。なお、輸出年月、輸出品目及び輸出数重量に変更が生じた場合にあ

っては、変更の届出は要しない。 
 
２．証明書の発行申請手続 
  輸出者は、食品を輸出しようとする都度、本要綱に従い、電子メールを利用して、

証明書の発行申請に必要な書類を輸出支援課又は地方農政局等宛てに送付するこ

と。 
  また、発行申請に当たっては、以下の事項に留意すること。 
（１）申請に利用する情報システムについて、セキュリティ対策に努めること。 
（２）証明書は、従来どおり書面による交付となることから、受取方法について輸出

支援課又は地方農政局等とあらかじめ調整すること。 
（３）証明書発行申請書を提出する者が輸出者と異なる場合は、初回に輸出者が作成

した委任状を添付すること。 
 



＜仮訳＞ 
 

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y 
productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a 

regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud.（抜粋） 
 

第一条 保健省による輸入前の衛生許可が必要な品目、または衛生当局による

入国許可が必要となる品目の分類とコードを設定する。コードは輸出入

一般税（関税）法の関税番号に従う。 
 
A)  一般保健法に従い、連邦衛生リスク対策委員会は、衛生許可委員会又は

州の衛生当局を通じて、次の関税番号の品目の商品について、輸入前の衛

生許可を発行する。 
衛生許可は、関税制度における最終輸入、一時輸入、保税のいずれの

場合においても、人の食用又は人の食用としての加工に供される場合の

みに限られる。 
 

関税分類 詳 細 仮 訳 

0302 

 
 

魚（生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第

03.04 項の魚のフィレその他の魚肉を除く） 

  さけ科のもの 

0302.11.01 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster). 

ます(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster). 

0302.13.01 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

y Oncorhynchus rhodurus). 

太平洋さけ(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou y Oncorhynchus rhodurus). 

0302.14.01 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y 

salmones del Danubio (Hucho hucho). 

大西洋さけ(Salmo salar) 及びドナウさけ (Hucho 

hucho). 

0302.19.99 Los demás. その他のもの 

  ひらめ・かれい類 

（別添２） 



0302.21.01 Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis). 

ハリバット(Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis). 

0302.22.01 Sollas (Pleuronectes platessa). プレイス(Pleuronectes platessa). 

0302.23.01 Lenguados (Solea spp.). ソール(Solea spp.). 

0302.24.01 Rodaballos (Psetta maxima). ターボット(Psetta maxima). 

0302.29.99 Los demás. その他のもの 

  まぐろ 

0302.31.01 Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

alalunga). 
びんながまぐろ(Thunnus alalunga). 

0302.32.01 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 

albacares). 
きはだまぐろ (Thunnus albacares). 

0302.33.01 Listados o bonitos de vientre rayado. かつお 

0302.34.01 Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 

obesus). 
めばちまぐろ(Thunnus obesus). 

0302.35.01 Atunes del Atlántico y del Pacífico, de aleta 

azul (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). 
くろまぐろ(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). 

0302.36.01 Atunes del sur (Thunnus maccoyii). みなみまぐろ(Thunnus maccoyii). 

0302.39.99 Los demás. その他のもの 

  

にしん、かたくちいわし、いわし、さば、ぐるくま、
さわら、まあじ、ぎんがめあじ、すぎ、まながつお、
さんま、むろあじ、からふとししゃも、めかじき、す
ま、はがつお及びかじき 

0302.41.01 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). にしん(Clupea harengus, Clupea pallasii). 

0302.42.01 Anchoas (Engraulis spp.). かたくちいわし(Engraulis spp.). 

0302.43.01 
Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops 
spp.), sardinela (Sardinella spp.) o espadines 
(Sprattus sprattus). 

いわし(Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella 
spp.,Sprattus sprattus). 

0302.44.01 Caballas (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus). 

さば(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus). 

0302.45.01 Jureles (Trachurus spp.). まあじ(Trachurus spp.). 

0302.46.01 Cobias (Rachycentron canadum). すぎ(Rachycentron canadum). 

0302.47.01 Peces espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 



 

 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科 

0302.51.01 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus). 

コッド(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus). 

0302.52.01 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). ハドック(Melanogrammus aeglefinus). 

0302.53.01 Carboneros (Pollachius virens). コールフィッシュ(Pollachius virens). 

0302.54.01 Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). ヘイク(Merluccius spp., Urophycis spp.). 

0302.55.01 Abadejos de Alaska (Theragra 

chalcogramma). 
すけそうだら(Theragra chalcogramma). 

0302.56.01 Bacaladillas (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis). 

ブルーホワイティング(Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis). 

0302.59.99 Los demás. その他のもの 

 
 

ティラピア、なまず、こい、うなぎ、ナイルパーチ及

びらいぎょ 

0302.71.01 Tilapias (Oreochromis spp.). ティラピア(Oreochromis spp.). 

0302.72.01 Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). 

なまず(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.). 

0302.73.01 Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus). 

こい(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus). 

0302.74.01 Anguilas (Anguilla spp.). うなぎ(Anguilla spp.). 

0302.79.99 Los demás. その他のもの 

  その他の魚 

0302.81.01 Cazones y demás escualos. さめ 

0302.82.01 Rayas y mantarrayas (Rajidae). えい（Rajidae） 

0302.83.01 Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ(Dissostichus spp.). 

0302.84.01 Róbalos (Dicentrarchus spp.). シーバス(Dicentrarchus spp.). 



0302.85.01 Sargos (doradas, pargos, besugos) 

(Sparidae). 
たい (doradas, pargos, besugos) (Sparidae). 

0302.89.99 Los demás. その他のもの 

 
 

魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋そ

の他の食用の魚のくず肉 

0302.90.01 Hígados, huevas y lechas. 魚の肝臓、魚卵及びしらこ 

   

0303 
 

魚（冷凍したものに限るものとし、第 03.04 項の魚の

フィレその他の魚肉を除く。） 

  さけ科のもの 

0303.11.01 Salmones rojos (Oncorhynchus nerka). べにざけ(Oncorhynchus nerka). 

0303.12.01 Los demás salmones del Pacífico 
(Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 
y Oncorhynchus rhodurus). 

その他の太平洋さけ(Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y 
Oncorhynchus rhodurus). 

0303.13.01 Salmones del Atlántico (Salmo salar) y 

salmones del Danubio (Hucho hucho). 

大西洋さけ(Salmo salar) 及びドナウさけ (Hucho 

hucho). 

0303.14.01 Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster). 

ます(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster). 

0303.19.99 Los demás. その他のもの 

 
 

ティラピア、なまず、こい、うなぎ、ナイルパーチ及

びらいぎょ 

0303.23.01 Tilapias (Oreochromis spp.). ティラピア(Oreochromis spp.). 

0303.24.01 Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). 

なまず(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.). 

0303.25.01 Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus). 

こい(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus). 

0303.26.01 Anguilas (Anguilla spp.). うなぎ(Anguilla spp.). 



0303.29.99 Los demás. その他のもの 

  ひらめ・かれい類 

0303.31.01 Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis). 

ハリバット(Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis). 

0303.32.01 Sollas (Pleuronectes platessa). プレイス(Pleuronectes platessa). 

0303.33.01 Lenguados (Solea spp.). ソール(Solea spp.). 

0303.34.01 Rodaballos (Psetta maxima). ターボット(Psetta maxima). 

0303.39.99 Los demás. その他のもの 

  まぐろ 

0303.41.01 Albacoras o atunes blancos (Thunnus 

alalunga). 
びんながまぐろ(Thunnus alalunga). 

0303.42.01 Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 

albacares). 
きはだまぐろ(Thunnus albacares). 

0303.43.01 Listados o bonitos de vientre rayado. かつお 

0303.44.01 Patudos o atunes ojo grande (Thunnus 

obesus). 
めばちまぐろ(Thunnus obesus). 

0303.45.01 Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta 

azul (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). 
くろまぐろ(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). 

0303.46.01 Atunes del sur (Thunnus maccoyii). みなみまぐろ(Thunnus maccoyii). 

0303.49.99 Los demás. その他のもの 

 

 

にしん、かたくちいわし、いわし、さば、ぐるくま、

さわら、まあじ、ぎんがめあじ、すぎ、まながつお、

さんま、むろあじ、からふとししゃも、めかじき、す

ま、はがつお及びかじき 

0303.51.01 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). にしん(Clupea harengus, Clupea pallasii). 

0303.53.01 Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), Sardinela (Sardinella spp.) y espadines 

(Sprattus sprattus). 

いわし(Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella 

spp.,Sprattus sprattus). 

0303.54.01 Caballas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus). 

さば(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus). 

0303.55.01 Jureles (Trachurus spp.). まあじ(Trachurus spp.). 



0303.56.01 Cobias (Rachycentron canadum). すぎ(Rachycentron canadum). 

0303.57.01 Peces espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 

 

 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科 

0303.63.01 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus). 

コッド(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus). 

0303.64.01 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). ハドック(Melanogrammus aeglefinus). 

0303.65.01 Carboneros (Pollachius virens). コールフィッシュ(Pollachius virens). 

0303.66.01 Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). ヘイク(Merluccius spp., Urophycis spp.). 

0303.67.01 Abadejos de Alaska (Theragra 

chalcogramma). 
すけそうだら(Theragra chalcogramma). 

0303.68.01 Bacaladillas (Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis). 

ブルーホワイティング(Micromesistius poutassou, 

Micromesistius australis). 

0303.69.99 Los demás. その他のもの 

  その他の魚 

0303.81.01 Cazones y demás escualos. さめ 

0303.82.01 Rayas o mantarrayas (Rajidae). えい(Rajidae). 

0303.83.01 Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ(Dissostichus spp.). 

0303.84.01 Róbalos (Dicentrarchus spp.). シーバス(Dicentrarchus spp.). 

0303.89.99 Los demás. その他のもの 

 
 

魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋そ

の他の食用の魚のくず肉 

0303.90.01 Hígados, huevas y lechas. 肝臓、卵及びしらこ 

   

0304 

 

魚のフィレその他の魚肉（生鮮のもの及び冷蔵し又は

冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んである

かないかを問わない。） 



 
 

魚のフィレ（ティラピア、なまず、こい、うなぎ、ナ

イルパーチ又はらいぎょ） 

0304.31.01 De tilapias (Oreochromis spp.). ティラピア(Oreochromis spp.). 

0304.32.01 De bagres o peces gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). 

なまず(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.). 

0304.33.01 De percas del Nilo (Lates niloticus). ナイルパーチ(Lates niloticus). 

0304.39.99 Los demás. その他のもの 

  その他の魚のフィレ 

0304.41.01 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo 

salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). 

太平洋さけ Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou y Oncorhynchus rhodurus), 大西洋さけ(Salmo 

salar) 及びドナウさけ(Hucho hucho). 

0304.42.01 De truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster). 

ます(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster). 

0304.43.01 De pescados planos (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae y Citharidae). 

ひらめ・かれい類(Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y 

Citharidae). 

0304.44.01 De pescado de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y 

Muraenolepididae. 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科のもの 

0304.45.01 De pez espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 

0304.46.01 De austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ (Dissostichus spp.). 

0304.49.99 Los demás. その他のもの 



 
 

その他のもの（生鮮のもの及び冷蔵したものに限

る。） 

0304.51.01 De tilapias (Oreochromis spp.), bagre o pez 

gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas 

(Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

niloticus) y peces cabeza de serpiente 

(Channa spp.). 

ティラピア(Oreochromis spp.), なまず(Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),こい

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), うなぎ

(Anguilla spp.), ナイルパーチ(Lates niloticus) 及びら

いぎょ(Channa spp.). 

0304.52.01 De salmónidos. さけ科のもの 

0304.53.01 De peces de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y 

Muraenolepididae. 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科のもの 

0304.54.01 De pez espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 

0304.55.01 De austromerluza antártica o austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ(merluza negra, bacalao de profundidad, 

nototenia negra) (Dissostichus spp.). 

0304.59.99 Los demás. その他のもの 

 
 

魚のフィレ（ティラピア、なまず、こい、うなぎ、ナ

イルパーチ又はらいぎょ） 

0304.61.01 De tilapias (Oreochromis spp.). ティラピア(Oreochromis spp.). 

0304.62.01 De bagres o peces gato (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). 

なまず(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.). 

0304.63.01 De percas del Nilo (Lates niloticus). ナイルパーチ(Lates niloticus). 

0304.69.99 Los demás. その他のもの 

 

 

魚のフィレ（さいうお科、あしながだら科、たら科、

そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこ

だら科又はうなぎだら科） 



0304.71.01 De bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus). 

コッド(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus). 

0304.72.01 De eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). ハドック(Melanogrammus aeglefinus). 

0304.73.01 De carboneros (Pollachius virens). コールフィッシュ(Pollachius virens). 

0304.74.01 De merluzas (Merluccius spp., Urophycis 

spp.). 
ヘイク(Merluccius spp., Urophycis spp.). 

0304.75.01 De abadejos de Alaska (Theragra 

chalcogramma). 
すけそうだら(Theragra chalcogramma). 

0304.79.99 Los demás. その他のもの 

  その他の魚のフィレ（冷凍したものに限る。） 

0304.81.01 De salmones del Pacífico (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 

rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo 

salar) y de salmones del Danubio (Hucho 

hucho). 

太平洋さけ(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou y Oncorhynchus rhodurus), 大西洋さけ(Salmo 

salar) 及びドナウさけ(Hucho hucho). 

0304.82.01 De truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster). 

ます(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster). 

0304.83.01 De pescados planos (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 

Scophthalmidae y Citharidae). 

ひらめ・かれい類(Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y 

Citharidae). 

0304.84.01 De pez espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 

0304.85.01 De austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ(Dissostichus spp.). 

0304.86.01 De arenques (Clupea harengus, Clupea 

pallasii). 
にしん(Clupea harengus, Clupea pallasii). 



0304.87.01 De atunes (del género Thunnus), listados o 

bonitos de vientre rayado (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis). 

まぐろ(del género Thunnus)及びかつお(Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis). 

0304.89.99 Los demás. その他のもの 

  その他のもの（冷凍したものに限る。） 

0304.91.01 Peces espada (Xiphias gladius). めかじき(Xiphias gladius). 

0304.92.01 Austromerluza antártica y austromerluza 

negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus 

spp.). 

めろ(Dissostichus spp.). 

0304.93.01 De tilapias (Oreochromis spp.), bagres o 

peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 

carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla 

spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) o de 

peces cabeza de serpiente (Channa spp.). 

ティラピア(Oreochromis spp.),なまず(Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),こい

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), うなぎ

(Anguilla spp.),ナイルパーチ(Lates niloticus)及びらい

ぎょ(Channa spp.). 

0304.94.01 De abadejos de Alaska (Theragra 

chalcogramma). 
すけそうだら(Theragra chalcogramma). 

0304.95.01 Pescados de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y 

Muraenolepididae, excepto abadejos de 

Alaska (Theragra chalcogramma). 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科のもの（すけそうだら (Theragra 

chalcogramma)を除く）. 

0304.99.99 Los demás. その他のもの 

   

0305 

 

魚（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限

る。）、くん製した魚（くん製する前に又はくん製す

る際に加熱による調理をしてあるかないかを問わな

い。）並びに魚の粉、ミール及びペレット（食用に適

するものに限る。） 



0305.10.01 Harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos 

para la alimentación humana. 

魚の粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限

る。） 

0305.20.01 Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, 

ahumados, salados o en salmuera. 

魚の肝臓、卵及びしらこ（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬

けしたものに限る。） 

 
 

魚のフィレ（乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに

限るものとし、くん製したものを除く。 

0305.31.01 De tilapias (Oreochromis spp.), bagres o pez 

gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas 

(Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

niloticus) o de peces cabeza de serpiente 

(Channa spp.). 

ティラピア(Oreochromis spp.), なまず(Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),こい

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), うなぎ

(Anguilla spp.), ナイルパーチ(Lates niloticus) 及びら

いぎょ(Channa spp.). 

0305.32.01 Pescados de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y 

Muraenolepididae. 

さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、

かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はう

なぎだら科のもの 

0305.39.99 Los demás. その他のもの 

 
 

くん製した魚（フィレを含み、食用の魚のくず肉を除

く。） 

0305.41.01 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

y Oncorhynchus rhodurus), salmones del 

Atlántico (Salmo salar) y salmones del 

Danubio (Hucho hucho). 

太平洋さけ(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 

masou y Oncorhynchus rhodurus), 大西洋さけ(Salmo 

salar) 及びドナウさけ(Hucho hucho). 

0305.42.01 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). にしん(Clupea harengus, Clupea pallasii). 

0305.43.01 
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

ます(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster). 



Oncorhynchus apache y Oncorhynchus 

chrysogaster). 

0305.44.01 Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces 

gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas 

(Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

niloticus) y peces cabeza de serpiente 

(Channa spp.). 

ティラピア(Oreochromis spp.), なまず(Pangasius 

spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),こい

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), うなぎ

(Anguilla spp.), ナイルパーチ(Lates niloticus) 及びら

いぎょ(Channa spp.). 

0305.49.01 Merluzas ahumadas. メルルーサ 

0305.49.99 Los demás. その他のもの 

 
 

乾燥した魚（食用のくず肉を除き、塩蔵してあるかな

いかを問わないものとし、くん製したものを除く。） 

0305.51.01 Bacalao de la variedad "ling". コッド 

0305.51.99 Los demás. その他のもの 

0305.59.01 Merluzas. メルルーサ 

0305.59.99 Los demás. その他のもの 

 
 

塩蔵した魚（乾燥し又はくん製したものを除く。）及

び塩水漬けした魚（食用のくず肉を除く。） 

0305.61.01 Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). にしん(Clupea harengus, Clupea pallasii). 

0305.62.01 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus). 

コッド(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus). 

0305.63.01 Anchoas (Engraulis spp.). かたくちいわし(Engraulis spp.). 

0305.64.01 Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces 

gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 

spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, 

Carassius carassius, Ctenopharyngodon 

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas 

(Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

ティラピア(Oreochromis spp.),なまず(Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),こい

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), うなぎ

(Anguilla spp.), ナイルパーチ(Lates niloticus)及びらい

ぎょ(Channa spp.).  



niloticus) y peces cabeza de serpiente 

(Channa spp.). 

0305.69.99 Los demás. その他のもの 

  魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 

0305.71.01 Aletas de tiburón. ふかひれ 

0305.72.01 Cabezas, colas y vejigas natatorias, de 

pescado. 
魚の頭、尾及び浮袋 

0305.79.99 Los demás. その他のもの 

   

0306 

 

甲殻類（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し又は

塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるか

ないかを問わない。）、くん製した甲殻類（殻を除い

てあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製す

る際に加熱による調理をしてあるかないかを問わな

い。）、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻

類（冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けし

たものであるかないかを問わない。）並びに甲殻類の

粉、ミール及びペレット（食用に適するものに限

る。） 

  冷凍したもの 

0306.11.01 Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.). 

いせえびその他のいせえび科のえび(Palinurus spp., 

Panulirus spp., Jasus spp.). 

0306.12.01 Bogavantes (Homarus spp.). ロブスター(Homarus spp.). 

0306.14.01 Cangrejos (excepto los macruros). かに(excepto los macruros). 

0306.15.01 Cigalas (Nephrops norvegicus). ノルウェーロブスター(Nephrops norvegicus). 

0306.16.01 Camarones y langostinos de agua fría 

(Pandalus spp., Crangon crangon). 

コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータ

ープローン(Pandalus spp., Crangon crangon). 

0306.17.01 Los demás camarones y langostinos. その他のシュリンプ及びプローン 

0306.19.99 Los demás, incluidos la harina, polvo y 

"pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana. 

その他のもの（甲殻類の粉、ミール及びペレット（食

用に適するものに限る。）を含む。） 

  生鮮のもの及び冷蔵したもの 



0306.21.01 Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.). 
いせえび(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). 

0306.22.01 Bogavantes (Homarus spp.). ロブスター(Homarus spp.). 

0306.24.01 Cangrejos (excepto los macruros). かに（えびを除く。）. 

0306.25.01 Cigalas (Nephrops norvegicus). ノルウェーロブスター(Nephrops norvegicus). 

0306.26.99 

Los demás. 

コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータ

ープローン(Pandalus spp., Crangon crangon).のう

ち、クルマエビ科のもの（養殖用の繁殖エビを除く） 

0306.27.99 Los demás. その他のもの 

0306.29.01 Los demás, incluidos la harina, polvo y 

"pellets" de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana. 

その他のもの（甲殻類の粉、ミール及びペレット（食

用に適するものに限る。）を含む。） 

   

0307 

 

軟体動物（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、

塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除

いてあるかないかを問わない。）、くん製した軟体動

物（殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若し

くはくん製する際に加熱による調理をしてあるかない

かを問わない。）並びに軟体動物の粉、ミール及びペ

レット（食用に適するものに限る。） 

  かき 

0307.11.01 Vivas, frescas o refrigeradas. かき（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

 Únicamente: En estado adulto. 成体に限る。 

0307.19.99 Las demás. その他のもの 

 Únicamente: En estado adulto. 成体に限る。 

  スキャロップ 

0307.21.01 Vivos, frescos o refrigerados. スキャロップ（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0307.29.99 Los demás. その他のもの 

  い貝 

0307.31.01 Vivos, frescos o refrigerados. い貝（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0307.39.99 Los demás. その他のもの 

  いか（Cuttle fish、Squid）（生鮮のもの及び冷蔵し
たもの） 



0307.41.01 Calamares. いか（Squid） 

0307.41.99 Los demás. その他のもの 

  いか（Cuttle fish、Squid）（その他のもの） 

0307.49.01 Calamares. いか（Squid） 

0307.49.99 Los demás. その他のもの 

  たこ 

0307.51.01 Vivos, frescos o refrigerados. たこ（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0307.59.99 Los demás. その他のもの 

0307.60.01 Caracoles, excepto los de mar. かたつむりその他の巻貝（海棲のものを除く。） 

  クラム、コックル及びアークシェル 

0307.71.01 
Vivos, frescos o refrigerados. 

クラム、コックル及びアークシェル（生鮮のもの及び

冷蔵したもの） 

0307.79.99 Los demás. その他のもの 

  あわび 

0307.81.01 Vivos, frescos o refrigerados. あわび（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0307.89.99 Los demás. その他のもの 

 
 

その他のもの（軟体動物の粉、ミール及びペレット

（食用に適するものに限る。）を含む。） 

0307.91.01 

Vivos, frescos o refrigerados. 

その他のもの（軟体動物の粉、ミール及びペレット

（食用に適するものに限る。）を含む。）生鮮のもの

及び冷蔵したもの. 

0307.99.99 Los demás. その他のもの 

   

0308 

 

水棲無脊椎動物（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾

燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、

甲殻類及び軟体動物を除く。）、くん製した水棲無脊

椎動物（甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製

する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあ

るかないかを問わない。）並びに水棲無脊椎動物の

粉、ミール及びペレット（甲殻類及び軟体動物を除く

ものとし、食用に適するものに限る。） 

  なまこ 



0308.11.01 Vivos, frescos o refrigerados. なまこ（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0308.19.99 Los demás. その他のもの 

  うに 

0308.21.01 Vivos, frescos o refrigerados. うに（生鮮のもの及び冷蔵したもの） 

0308.29.99 Los demás. その他のもの 

0308.30.01 Medusas (Rhopilema spp.). くらげ(Rhopilema spp.). 

0308.90.99 Los demás. その他のもの 

   

1212 

 

海藻その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさ

とうきび（生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥し

たものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わ

ない。）並びに主として食用に供する果実の核及び仁

その他の植物性生産品（チコリー（キコリウム・イン

デュプス変種サティヴム）の根で煎っていないものを

含むものとし、他の項に該当するものを除く。） 

1212.21.99 Las demás. 海藻その他の藻類 

   

1604 

 

魚（調整し又は保存に適する処理をしたものに限

る。）、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用

物 

 
 

魚（全形のもの及び断片上のものに限るものとし、細

かく切り刻んだものを除く。） 

1604.11.01 Salmones. さけ 

1604.12.01 Arenques. にしん 

1604.13.01 Sardinas. いわし 

1604.13.99 Las demás. その他のもの 

1604.14.01 Atunes (del género “Thunus”), excepto lo 

comprendido en las fracciones 1604.14.02 y 

1604.14.04. 

まぐろ（1604.14.02 及び 1604.14.04 に分類されるフ

ィレを除く） 

1604.14.02 Filetes ("lomos") de atunes (del género 

"Thunus"), excepto lo comprendido en la 

fracción 1604.14.04. 

まぐろのフィレ（1604.14.04 に分類されるものを除

く） 



1604.14.03 Filetes ("lomos") de barrilete del género 

"Euthynnus" variedad "Katsowonus pelamis", 

excepto lo comprendido en la fracción 

1604.14.04. 

かつおのフィレ（1604.14.04 に分類されるものを除

く） 

1604.14.04 Filetes (“lomos”) de atunes aleta amarilla 

(“Yellowfin Tuna”), de barrilete (“Skip Jask”) o 

de patudo (“Big Eye”), de peso superior o 

igual 0.5 kg, pero inferior o igual a 7.5 kg, 

precocidos, congelados y empacados al vacío 

en fundas de plástico, libres de escamas, 

espinas, hueso, piel y carne negra. 

きはだまぐろのフィレ、かつおのフィレ、あるいはメ

バチのフィレであり、重さが 0.5kg 以上で 7.5kg 以下

のもので、事前にゆでて、冷凍し、プラスチック製の

真空パックで包装され、うろこ、骨、皮、内臓を取り

除いたもの 

1604.14.99 Las demás. その他のもの 

1604.15.01 Caballas. さば 

1604.16.01 Filetes o sus rollos, en aceite. かたくちいわし 

1604.16.99 Las demás. その他のもの 

1604.17.01 Anguilas. うなぎ 

1604.19.01 De barrilete del género “Euthynnus”, distinto 

de la variedad “Katsuwonus pelamis”, excepto 

lo comprendido en la fracción 1604.19.02. 

スマ族のブラックスキップジャックでカツオとは異な

る種類のもの（1604.19.02 に分類されるものを除

く）. 

1604.19.02 Filetes (“lomos”) de barrilete del género 

“Euthynnus”, distinto de la variedad 

“Katsuwonus pelamis”. 

スマ族のブラックスキップジャックのフィレでカツオ

とは異なる種類のもの 

1604.19.99 Las demás. その他のもの 

1604.20.01 De sardinas. にしん 

1604.20.02 De atún, de barrilete, u otros pescados del 

género “Euthynnus”. 

まぐろ、ブラックスキップジャック、その他のスマ族

の魚の調整品 

1604.20.99 Las demás. その他のもの 

  キャビア及びその代用物 

1604.31.01 Caviar. キャビア 

1604.32.01 Sucedáneos del caviar. キャビア代用物 

   



1605 
 

甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物（調製

し又は保存に適する処理をしたものに限る。） 

1605.10.01 Centollas. かに 

1605.10.99 Los demás. その他のもの 

  シュリンプ及びプローン 

1605.21.01 Presentados en envases no herméticos. シュリンプ及びプローン 

1605.29.99 Los demás. その他のもの 

1605.30.01 Bogavantes. ロブスター 

1605.40.01 Los demás crustáceos. その他の甲殻類 

  軟体動物 

1605.51.01 Ostras. かき 

1605.52.01 Vieiras. スキャロップ（いたや貝を含む。） 

1605.53.01 Mejillones. い貝 

1605.54.01 Sepias, jibias y calamares. いか 

1605.55.01 Pulpos. たこ 

1605.56.01 Almejas, berberechos y arcas. クラム、コックル及びアークシェル 

1605.57.01 Abulones. あわび 

1605.58.01 Caracoles, excepto los de mar. かたつむりその他の巻貝（海棲のものを除く。） 

1605.59.99 Los demás. その他のもの 

  その他の水棲無脊椎動物 

1605.61.01 Pepinos de mar. なまこ 

1605.62.01 Erizos de mar. うに 

1605.63.01 Medusas. くらげ 

1605.69.99 Los demás. その他のもの 

 


