
令和元年５月現在  

 

タイ向け日本産りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、

いちご、ぶどう及びなすの輸出検疫条件の概要  

 

 タイ向けに日本産りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルー

ツ、いちご、ぶどう及びなすを輸出するには、登録生産園地での栽培、登録選果

こん包施設での選果及びこん包の実施とともに、輸出検査を受けなければならな

い。  

 

１ 検疫対象病害虫  

  別表のとおり  

 

２ 主な検疫条件  

（１） 登録生産園地での栽培  

日本の植物防疫所が登録した生産園地で栽培され、適切に病害虫防除及び栽

培管理が行われること。  

 

（２） 登録選果こん包施設での選果・こん包  

日本の植物防疫所が登録した選果こん包施設において、登録生産園地で生産

された生果実を選果・こん包を行うこと。  

なお、こん包は、未使用の容器を使用し、各こん包への表示（日本産である

こと、輸出者名、品目名、登録生産園地番号、登録選果こん包施設番号及びタ

イ向けであること）を行うこと。  

 

（３） 輸出検査の実施  

 植物防疫官による病害虫の付着がないことを確認する輸出検査が行われ、合

格すれば植物検疫証明書が発給される。  

 

 



別表　

学　名 和　名

Rhynchites heros モモチョッキリゾウムシ

Byturus tomentosus エゾキスイモドキ

Pantomorus cervinus フラーバラゾウムシ

Eriosoma lanigerum リンゴワタムシ

Aspidiotus nerii シロマルカイガラムシ

Diaspidiotus ostreaeformis ウイリアムスマルカイガラムシ

Hemiberlesia rapax ツバキマルカイガラムシ

Ischnaspis longirostris クロイトカイガラムシ

Lepidosaphes ulmi リンゴカキカイガラムシ

Lopholeucaspis japonica ナシシロナガカイガラムシ

Pseudaonidia duplex ミカンマルカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Caliroa cerasi オウトウナメクジハバチ

Carposina sasakii モモシンクイガ

Stathmopoda auriferella キイロマイコガ

Ostrinia scapulalis アズキノメイガ

Acleris boscana 和名なし（ハマキガ科の１種）

Adoxophyes orana リンゴコカクモンハマキ

Argyrotaenia ljungiana 和名なし（ハマキガ科の１種）

Cacoecimorpha pronubana 和名なし（ハマキガ科の１種）

Grapholita dimorpha スモモヒメシンクイ

Grapholita inopinata リンゴコシンクイ

Grapholita molesta ナシヒメシンクイ

Pandemis heparana トビハマキ

Spilonota albicana ニセシロヒメシンクイ

Spilonota lechriaspis リンゴハイイロハマキ

Spilonota ocellana リンゴシロハマキ

Spilonota prognathana ハシバミシロヒメハマキ

Argyresthia assimilis セジロメムシガ

Argyresthia conjugella リンゴヒメシンクイ

Ponticulothrips diospyrosi カキクダアザミウマ

Taeniothrips inconsequens ナシアザミウマ

Aculus schlechtendali リンゴサビダニ

Amphitetranychus viennensis オウトウハダニ

Panonychus ulmi リンゴハダニ

Tetranychus turkestani 和名なし（ハダニ科の１種）

りんごの生果実の検疫対象病害虫リスト



Pseudomonas cichorii 和名なし（Pseudomonas 属の１種による病害）

Alternaria mali 斑点落葉病

Botryosphaeria berengeriana f.sp. piricola 輪紋病

Botryosphaeria obtusa 黒腐病

Ceratobasidium ochroleucum 和名なし（Ceratobasidium 属の１種による病害）

Chondrostereum purpureum 銀葉病

Diaporthe eres 和名なし（Diaporthe 属の１種による病害）

Diaporthe tanakae 胴枯病

Diplocarpon maculatum 和名なし（Diplocarpon 属の１種による病害）

Gymnosporangium yamadae 赤星病

Monilia polystroma 灰星病

Monilinia fructicola 灰星病

Monilinia fructigena 灰星病

Monilinia laxa 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Mycosphaerella pomi 黒点病

Neofabraea malicorticis 和名なし（Neofabraea 属の１種による病害）

Neonectria ditissima 和名なし（Neonectria 属の１種による病害）

Phyllachora pomigena 和名なし（Phyllachora 属の１種による病害）

Phyllosticta solitaria 褐紋病

Phytophthora cambivora 疫病

Phytophthora cryptogea 和名なし（Phytophthora 属の１種による病害）

Phytophthora syringae 疫病

Podosphaera clandestina 和名なし（Podosphaera 属の１種による病害）

Schizothyrium pomi すす点病

Truncatella hartigii ペスタロチア病

Venturia carpophila そうか病

Venturia inaequalis 黒星病

Venturia pyrina 和名なし（Venturia 属の１種による病害）



学　名 和　名

Rhynchites heros モモチョッキリゾウムシ

Resseliella yagoi ナシシンクイタマバエ

Eriosoma lanigerum リンゴワタムシ

Ceroplastes japonicus カメノコロウムシ

Diaspidiotus ostreaeformis ウイリアムスマルカイガラムシ

Lepidosaphes conchiformioides ナシカキカイガラムシ

Lopholeucaspis japonica ナシシロナガカイガラムシ

Pseudaonidia duplex ミカンマルカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Dolycoris baccarum ブチヒゲカメムシ

Aphanostigma iaksuiense キナコネアブラムシ

Crisicoccus azaleae アザレアコナカイガラムシ

Crisicoccus matsumotoi マツモトコナカイガラムシ

Crisicoccus seruratus マツモトコナカイガラムシ

Dysmicoccus wistariae セスジコナカイガラムシ

Planococcus kraunhiae フジコナカイガラムシ

Cacopsylla pyrisuga ナシキジラミ

Hoplocampa pyricola ナシミハバチ

Carposina sasakii モモシンクイガ

Spulerina astaurota ナシホソガ

Acrobasis pyrivorella ナシマダラメイガ

Nephopterix bicolorella ナカアカスジマダラメイガ

Pempelia heringii 和名なし（Pempelia 属の１種）

Adoxophyes orana リンゴコカクモンハマキ

Grapholita dimorpha スモモヒメシンクイ

Grapholita inopinata リンゴコシンクイ

Grapholita molesta ナシヒメシンクイ

Pandemis heparana トビハマキ

Spilonota albicana ニセシロヒメシンクイ

Spilonota ocellana リンゴシロハマキ

Argyresthia assimilis セジロメムシガ

Argyresthia conjugella リンゴヒメシンクイ

Taeniothrips inconsequens ナシアザミウマ

Aculus schlechtendali リンゴサビダニ

Eriophyes chibaensis ニセナシサビダニ

Amphitetranychus viennensis オウトウハダニ

Bryobia praetiosa クローバーハダニ

Panonychus ulmi リンゴハダニ

　日本なしの生果実の検疫対象病害虫リスト



Alternaria gaisen 黒斑病

Botryosphaeria berengeriana f.sp. piricola 輪紋病

Botryosphaeria dothidea 枝枯病

Botryosphaeria obtusa 和名なし（Botryosphaeria 属の１種による病害）

Diaporthe eres 胴枯病

Gymnosporangium asiaticum 赤星病

Monilinia fructicola 灰星病

Monilinia fructigena 灰星病

Monilinia laxa 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Mycosphaerella pomi 黒点病

Neonectria ditissima 和名なし（Neonectria 属の１種による病害）

Phomopsis fukushii 胴枯病

Phyllachora pomigena 和名なし（Phyllachora 属の１種による病害）

Phytophthora syringae 疫病

Schizothyrium pomi すす点病

Venturia nashicola 黒星病

Venturia pyrina 和名なし（Venturia 属の１種による病害）



学　名 和　名

Rhynchites heros モモチョッキリゾウムシ

Pantomorus cervinus フラーバラゾウムシ

Popillia japonica マメコガネ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Carposina sasakii モモシンクイガ

Endoclyta excrescens コウモリガ

Stathmopoda auriferella キイロマイコガ

Archips fuscocupreanus ミダレカクモンハマキ

Grapholita dimorpha スモモヒメシンクイ

Grapholita molesta ナシヒメシンクイ

Amphitetranychus viennensis オウトウハダニ

Deroceras laeve ノハラナメクジ

Erwinia nigrifluens せん孔細菌病

Xanthomonas arboricola pv. pruni せん孔細菌病

Botryosphaeria dothidea 和名なし（Botryosphaeria 属の１種による病害）

Monilinia fructicola 灰星病

Monilinia laxa 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Podosphaera tridactyla うどんこ病

Taphrina deformans 縮葉病

Venturia carpophila 和名なし（Venturia 属の１種による病害）

ももの生果実の検疫対象病害虫リスト



学　名 和　名

Involvulus cylindricollis ウメチョッキリゾウムシ

Anthonomus rectirostris オビモンハナゾウムシ

Pantomorus cervinus フラーバラゾウムシ

Euphranta japonica オウトウハマダラミバエ

Myzus cerasi ニワウメクロコブアブラムシ

Parthenolecanium corni ミズキカタカイガラムシ

Aspidiotus nerii シロマルカイガラムシ

Lepidosaphes ulmi リンゴカキカイガラムシ

Lopholeucaspis japonica ナシシロナガカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Caliroa cerasi オウトウナメクジハバチ

Operophtera brumata ナミスジフユナミシャク 

Grapholita molesta ナシヒメシンクイ

Taeniothrips inconsequens ナシアザミウマ

Amphitetranychus viennensis オウトウハダニ

Panonychus ulmi リンゴハダニ

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum 和名なし（Pseudomonas 属の１種による病害）

Xanthomonas arboricola pv. pruni 和名なし（Xanthomonas 属の１種による病害）

Monilinia fructicola 灰星病

Monilinia fructigena 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Monilinia kusanoi 幼果菌核病

Monilinia laxa 灰星病

Podosphaera clandestina var. clandestina 和名なし（Podosphaera 属の１種による病害）

Podosphaera tridactyla うどんこ病

Taphrina deformans 和名なし（Taphrina 属の１種による病害）

さくらんぼの生果実の検疫対象病害虫リスト



学　名 和　名

Pantomorus cervinus フラーバラゾウムシ

Ceroplastes floridensis カメノコロウムシ

Parthenolecanium corni ミズキカタカイガラムシ

Aspidiotus nerii シロマルカイガラムシ

Hemiberlesia rapax ツバキマルカイガラムシ

Ischnaspis longirostris クロイトカイガラムシ

Lepidosaphes conchiformioides ナシカキカイガラムシ

Lepidosaphes cupressi カキノキカキカイガラムシ

Lepidosaphes kuwacola クワカキカイガラムシ

Lepidosaphes ulmi リンゴカキカイガラムシ

Lopholeucaspis japonica ナシシロナガカイガラムシ

Parlatoria theae チャノクロホシカイガラムシ

Pinnaspis strachani コンマカイガラムシ

Pseudaonidia duplex ミカンマルカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Eriococcus largerstroemiae サルスベリフクロカイガラムシ

Crisicoccus azaleae アザレアコナカイガラムシ

Crisicoccus matsumotoi マツモトコナカイガラムシ

Dysmicoccus wistariae セスジコナカイガラムシ

Phenacoccus pergandei オオワタコナカイガラムシ

Planococcus kraunhiae フジコナカイガラムシ

Stathmopoda masinissa カキノヘタムシガ

Grapholita molesta ナシヒメシンクイ

Homona magnanima チャハマキ

Homonopsis illotana ツヤスジハマキ

Lobesia aeolopa ホソバチビヒメハマキ

Ponticulothrips diospyrosi ツヤアオカメムシ

Aceria diospyri カキサビダニ

Tenuipalpus zhizhilashviliae カキヒメハダニ

Panonychus ulmi リンゴハダニ

Adisciso kaki 黒星落葉病

Aureobasidium pullulans すす病

Colletotrichum horii 炭疽病

Cryptosporiopsis kaki 和名なし（Cryptosporiopsis 属の１種による病害）

Diaporthe eres 和名なし（Diaporthe属の１種による病害）

Elsinoë diospyri 和名なし（Elsinoe 属の１種による病害）

Monilinia fructigena 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Mycosphaerella nawae 円星落葉病

Neofusicoccum parvum 和名なし（Neofusicoccum 属の１種による病害）

Pestalotia diospyri 葉枯病

Pestalotiopsis acaciae 葉枯病

Pestalotiopsis crassiuscula 葉枯病

Pestalotiopsis foedans 果実軟腐病

　かきの生果実の検疫対象病害虫リスト



Pestalotiopsis glandicola 葉枯病

Pestalotiopsis longiseta 葉枯病

Phoma kakivora 黒点病

Phoma loti 枝枯病



学　名 和　名

Pantomorus cervinus フラーバラゾウムシ

Aspidiotus nerii シロマルカイガラムシ

Hemiberlesia rapax ツバキマルカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Stathmopoda auriferella キイロマイコガ

Adoxophyes orana リンゴカクモンハマキ

Lobesia aeolopa ホソバチビヒメハマキ

Botryosphaeria dothidea 果実軟腐病

Pseudocercospora actinidiae すす斑病

　キウイフルーツの生果実の検疫対象病害虫リスト



学　名 和　名

Anthonomus bisignifer イチゴハナゾウムシ

Popillia japonica マメコガネ

Lamoria glaucalis アカフツヅリガ

Pandemis heparana トビハマキ

Monilinia fructigena 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Podosphaera aphanis 和名なし（Podosphaera 属の１種による病害）

　いちごの生果実の検疫対象病害虫リスト



学　名 和　名

Harmonia axyridis ナミテントウ

Carpophilus humeralis 和名なし（Carpophilus 属の１種）

Popillia japonica マメコガネ

Aleurolobus taeonabe ブドウコナジラミ

Macrosiphum euphorbiae チューリップヒゲナガアブラムシ

Parthenolecanium corni ミズキカタカイガラムシ

Aspidiotus nerii シロマルカイガラムシ

Hemiberlesia rapax ツバキマルカイガラムシ

Pinnaspis strachani コンマカイガラムシ

Pseudaulacaspis pentagona クワシロカイガラムシ

Apolygus lucorum コアオカスミカメ

Apolygus spinolae ツマグロアオカスミカメ

Viteus vitifoliae ブドウネアブラムシ

Crisicoccus matsumotoi マツモトコナカイガラムシ

Planococcus kraunhiae フジコナカイガラムシ

Platyptilia ignifera ブドウオオトリバ

Diaphania indica ワタヘリクロノメイガ

Cacoecimorpha pronubana 和名なし（Cacoecimorpha 属の１種）

Eupoecilia ambiguella ブドウホソハマキ

Sparganothis pilleriana テングハマキ

Drepanothrips reuteri 和名なし（Drepanothrips 属の１種）

Hercinothrips femoralis クリバネアザミウマ

Thrips setosus ダイズウスイロアザミウマ

Calepitrimerus vitis ブドウサビダニ

Brevipalpus lewisi ブドウヒメハダニ

Pseudomonas viridiflava 和名なし（Pseudomonas 属の１種による病害）

Xylophilus ampelinus つる割細菌病

Botryosphaeria obtusa 和名なし（Botryosphaeria 属の１種による病害）

Diaporthe melonis var. brevistylospora 和名なし（Diaporthe 属の１種による病害）

Elsinoë ampelina 黒とう病

Erysiphe necator うどんこ病

Monilia polystroma 和名なし（Monilia 属の１種による病害）

Monilinia fructigena 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Monilinia fructicola 和名なし（Monilinia 属の１種による病害）

Pestalotiopsis menezesiana ペスタロチアつる枯病

Pestalotiopsis uvicola 大房枯病

Phomopsis viticola つる割病

Physalospora baccae 和名なし（Physalospora 属の１種による病害）

Pilidiella castaneicola 和名なし（Pilidiella 属の１種による病害）

Pilidiella diplodiella 和名なし（Pilidiella 属の１種による病害）

Uncinula necator うどんこ病

ぶどうの生果実の検疫対象病害虫リスト



学　名 和　名

Mamestra brassicae ヨトウガ

Xestia c-nigrum シロモンヤガ

Thrips setosus ダイズウスイロアザミウマ

Pseudomonas cichorii 褐斑細菌病

Phomopsis vexans 褐紋病

　なすの生果実の検疫対象病害虫リスト
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