
植物名等（学名） 形態

レモン（Citrus limon ） 生果実 輸入禁止品 1件 廃棄

ソラマメ（Vicia faba ） 野菜 輸入禁止品 1件 廃棄

ザクロ（Punica granatum ） 生果実 輸入禁止品 １件 焼却

マンゴウ（Mangifera indica ） 生果実 輸入禁止品 １件 焼却

クモノスバンダイソウ属(Sempervivum  sp.) 苗 輸入禁止品の混入（土） 1件 焼却

サラシナショウマ属の一種
（Cimicfuga racemosa ）

苗
輸入禁止対象病害虫の付着
（ｺﾛﾝﾋﾞｱﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ（Meloidogyne chitwoodi ））

１件 廃棄

グラジオラス属（Gladiolus  sp.） 球根 輸入禁止品の混入（ジャガイモ塊茎） ３件 廃棄
ヤグルマギク（ヤグルマソウ）種子
(Centaurea cyanus )

種子 輸入禁止品の混入（土） １件 焼却

ミヤマシキミ属(Skimmia  sp.) 切り花 輸入禁止品の混入（ミヤマシキミ属の生果実） 1件 焼却

トウガラシ（Capsicum annuum ） 生果実 輸入禁止品 １件 焼却

タマネギ（Allium cepa ） 野菜 輸入禁止品の混入（土） 1件 廃棄

ガーナ ナス属の一種（Solanum  sp.） 生果実 輸入禁止品 ２件 廃棄

グアテマラ インゲンマメ(Phaseolus vulgaris ) 野菜 輸入禁止品 1件 焼却

コスタリカ ハヤトウリ(Sechium edule ) 野菜 輸入禁止品 2件 焼却

苗 輸入禁止品の混入（土） １件 廃棄

苗 輸入禁止品の混入（オリーブ生果実） 1件 廃棄

カマエロプス属(Chamaerops  sp.) 苗 輸入禁止品の混入（土） １件 焼却

イネ(Oryza sativa ) 種子 輸入禁止品 １件 返送

コクキニア属の一種（Coccinia sp.） 苗 輸入禁止品 1件 廃棄

ブーゲンビレア（Bougainvillea spectabilis ） 苗 輸入禁止品の混入（土） １件 返送

チュニジア オリーブ属の一種（Olea  sp.） 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

ウリ科の一種 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

ナス属の一種（Solanum  sp.） 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

トウガラシ茎葉（Capsicum annuum ） 野菜 輸入禁止品の混入（トウガラシ生果実） １件 焼却

バナナ（Musa basjoo ） 生果実 輸入禁止品（成熟果） １件 焼却
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植物名等（学名） 形態

アボカド（Persea americana ） 生果実 輸入禁止品 1件 廃棄

バナナ（Musa basjoo ） 生果実 輸入禁止品（成熟果） １件 廃棄

－ 輸入禁止品 1件 返送

－ 輸入禁止品 １件 焼却

ホンジュラス カボチャ（Cucurbita moschata ） 生果実 輸入禁止品 １件 焼却

マレーシア パッションフルーツ（Passiflora edulis ） 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

トウガラシ（Capsicum annuum ） 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

タチチシャ（Lactuca sativa  var. longifolia ） 野菜 輸入禁止品の混入（土） １件 廃棄

オレンジ(Citrus sinensis ) 生果実 輸入禁止品 1件 焼却

ブドウ属の一種（Vitis sp.） 生果実 輸入禁止品 １件 廃棄

コムギ（Triticum aestivum ） 麦わら 輸入禁止品の混入（土） 1件 返送

エンバク（Avena sativa ） 乾牧草 輸入禁止品の混入（土） １件 返送

クコ（Lycium chinense ） 苗 輸入禁止品 １件 廃棄

民芸品 - 輸入禁止品の混入（イネワラ） １件 廃棄

インゲンマメ（Phaseolus vulgaris ） 種子 輸入禁止品の混入（土） １件 廃棄

カスミソウ（Gypsophila elegans ） 種子 輸入禁止品の混入（土） １件 廃棄

カモガヤ（Dactylis glomerata ） 種子 輸入禁止品の混入（土） ２件 返送

リンゴ（Malus  sp.） 生果実 輸入禁止品 1件 焼却

コリアンダー（Coriandrum　sativum ） 野菜 輸入禁止品の混入（土） １件 焼却

乾牧草 輸入禁止品の混入（土） ２件 返送

乾牧草 輸入禁止品の混入（コムギ属植物の茎葉） ３件 返送

スーダングラス（Sorghum sudanense ） 乾牧草 輸入禁止品の混入（土） ３件 返送

乾牧草 輸入禁止品の混入（土） １件 返送

乾牧草 輸入禁止品の混入（カモジグサ属植物の茎葉） １件 返送

乾牧草 輸入禁止品の混入（コムギ属植物の茎葉） ２件 返送

ドクムギ属の一種（Lolium  sp.） 乾牧草 輸入禁止品の混入（土） １件 返送

ホソムギ（Lolium perenne ） 乾牧草 輸入禁止品の混入（土） １件 返送
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※　貨物として輸入された植物を検査した結果、輸入禁止品自体の輸入、輸入禁止品の混入及び輸入禁止対象病害虫の発見が確認され、
　　廃棄処分（積み戻しを含む。）が行われた事例を集計したものです。
※　本集計は速報であり、今後修正されることがあります。

メキシコ

中国

チモシー（Phleum pratense ）

アルファルファ（Medicago sativa ）

イネワラ（Oryza sativa ）


