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「ロシア向け輸出水産食品の取扱いについて」の一部改正について

ロシア向けに輸出される水産食品については、「ロシア向け輸出水産食品の
取扱いについて」（平成21年 6月22日付け食安発第0622001号厚生労働省医薬食
品局食品安全部長通知、21消安第2149号農林水産省消費・安全局長通知、21水
漁第159号水産庁長官通知）中の別紙「ロシア向け輸出水産食品の取扱要領」
（以下「要領」という。）に基づき、取り扱っているところです。
今般、衛生証明書の発行要件について、要領を別添新旧対照表のとおり改正
することとしましたので貴管下関係営業者への周知方よろしくお願いいたしま
す。

ロシア向け輸出水産食品取扱要領新旧対照表
改正後

（別添）
改正前

（別紙）

（別紙）

ロシア向け輸出水産食品の取扱要領

ロシア向け輸出水産食品の取扱要領

１～５．略

１～５．略

６．証明書の発行
（１）申請
輸出者は、ロシア向け輸出水産食品について輸出を行うごとに、別紙様式５の
申請書に次の書類を添付して、証明書発行機関あて申請を行う。なお、③にあっ
ては申請時に提出できない場合には、証明書発行日までに証明書発行機関に提出
するものとする。
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 ５．の試験成績書（５．の検査を受けた場合のみ）
⑤ 食品衛生法に基づく食品等輸入届出書（ロシア向け輸出水産食品の主原料が
輸入品である場合のみ）
⑥ 以下（２）③. c. に該当する場合は、別紙様式１２。
なお、予定していた輸出が中止になり証明書が不要となった場合には、輸出者
は、別紙様式６により取消願いを提出する。
既に輸出者が証明書を受領していたときには、速やかに取消願いとともに証明
書を証明書発行機関に対して返却すること。なお、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、証明書発行機関は当該輸出者に対して新たな証明書
を発行することができない。

６．証明書の発行
（１）申請
輸出者は、ロシア向け輸出水産食品について輸出を行うごとに、別紙様式５の
申請書に次の書類を添付して、証明書発行機関あて申請を行う。なお、③にあっ
ては申請時に提出できない場合には、証明書発行日までに証明書発行機関に提出
するものとする。
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 ５．の試験成績書（５．の検査を受けた場合のみ）
⑤ 食品衛生法に基づく食品等輸入届出書（ロシア向け輸出水産食品の主原料が
輸入品である場合のみ）

（２）証明書の発行要件
証明書の発行は、次に掲げる要件全てを満たすものに対して行うものとする。
① ４．（１）のアからオの規定により登録された登録施設において最終加工又は
最終保管されたものであること（②に該当する場合を除く。）
② ４．（１）のカの規定により登録された登録施設で養殖されたものであること
（当該食品が持続的養殖生産確保法施行規則第１条の表の上欄に掲げる養殖水産
動植物のうち生きているもののみ。）
③ 別添４の１．に規定する検査を行い、同４の１．（２）に掲げる検査基準を満
たしているものであること。ただし、登録施設が、次の a から c のいずれかの要
件に該当する場合、証明書発行機関による輸出の都度の官能検査及び標章の貼付

（２）証明書の発行要件
証明書の発行は、次に掲げる要件全てを満たすものに対して行うものとする。
① ４．（１）のアからオの規定により登録された登録施設において最終加工又は
最終保管されたものであること（②に該当する場合を除く。）
② ４．（１）のカの規定により登録された登録施設で養殖されたものであること
（当該食品が持続的養殖生産確保法施行規則第１条の表の上欄に掲げる養殖水産
動植物のうち生きているもののみ。）
③ 別添４の１．に規定する検査を行い、同４の１．（２）に掲げる検査基準を満
たしているものであること

なお、予定していた輸出が中止になり証明書が不要となった場合には、輸出者
は、別紙様式６により取消願いを提出する。
既に輸出者が証明書を受領していたときには、速やかに取消願いとともに証明書
を証明書発行機関に対して返却すること。なお、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、証明書発行機関は当該輸出者に対して新たな証明書を
発行することができない。
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確認（以下、「官能検査等」という。）を省略することができる。
a. 「対 EU 輸出水産食品取り扱いについて」に基づく認定を受けている施設及び
輸出品目であること。
b. 「対米輸出水産食品取り扱いについて」に基づく認定を受けている施設及び輸
出品目であること。
c. 別添５に示す運用に基づく手続きを実施していること。
④ 別添４の２．に規定する検査を行い、同４の２．（３）に掲げる検査基準を満
たしているものであること（当該食品が持続的養殖生産確保法施行規則第１条の
表の上覧に掲げる養殖水産動植物のうち生きているもののみ。）
⑤ 関税法（昭和２９年法律第６１号）第２条第 1 項第４号に規定する「内国貨
物」であること

④ 別添４の２．に規定する検査を行い、同４の２．（３）に掲げる検査基準を満
たしているものであること（当該食品が持続的養殖生産確保法施行規則第１条の
表の上覧に掲げる養殖水産動植物のうち生きているもののみ。）
⑤ 関税法（昭和２９年法律第６１号）第２条第 1 項第４号に規定する「内国貨
物」であること

（３）証明書の発行
（２）に適合すると判断された場合には、証明書発行機関は以下の点に留意し
つつ別紙様式７の証明書に必要事項を記入の上、証明書原本に検査責任者が署名
し、印章を押印した後に、原本を輸出者に速やかに発行するとともに、その写し
を保存する。
① 記載する用語については、基本的に英語記載とすること
② 「Reference No.」については、証明書発行機関において独自に管理を行うこ
と
③ 証明書に使用する用紙については加工流通課の指示に従うこと

（３）証明書の発行
（２）に適合すると判断された場合には、証明書発行機関は以下の点に留意し
つつ別紙様式７の証明書に必要事項を記入の上、証明書原本に検査責任者が署名
し、印章を押印した後に、原本を輸出者に速やかに発行するとともに、その写し
を保存する。
① 記載する用語については、基本的に英語記載とすること
② 「Reference No.」については、証明書発行機関において独自に管理を行うこ
と
③ 証明書に使用する用紙については加工流通課の指示に従うこと

（４）官能検査等の強化
ロシアの食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡をロシア政府から受けるな
ど、輸出貨物に問題が発生した場合、(２)③の a から c のいずれかの要件を満た
したものであっても、証明書発行機関による輸出の都度の官能検査等によって、
別添４の１．（２）に掲げる検査基準を満たしていることを確認すること。
ただし、問題点の原因究明及び改善措置について、証明書発行機関を通じ監視
安全課あて報告し、改善されたと判断された場合にあっては、監視安全課の指示
により、官能検査の強化を解除することができる。
（５）証明書発行の停止
証明書発行機関は、次のいずれかの場合に該当するときは、監視安全課、畜水
産安全管理課及び加工流通課との協議の上、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。
① 提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその疑いが
ある場合
② 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

（４）証明書発行の停止
証明書発行機関は、次のいずれかの場合に該当するときは、監視安全課、畜水
産安全管理課及び加工流通課との協議の上、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。
① 提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその疑いが
ある場合
② 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
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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 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
断される場合
断される場合
③ その他相当の理由があると認められる場合
③ その他相当の理由があると認められる場合
（６）報告
（５）報告
証明書発行機関は、加工流通課の指示に従い、証明書発行について、ロシア政
証明書発行機関は、加工流通課の指示に従い、証明書発行について、ロシア政
府及び加工流通課長あて報告を行う。
府及び加工流通課長あて報告を行う。
７．省略

７．省略
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改正後
（別添１）～（別添４）（略）
（別添５）
ロシア向け輸出水産食品の官能検査等の運用

改正前
（別添１）～（別添４）（略）

ロシアへ輸出される水産食品の衛生証明書の発行に当たっては、下記の手続き
を行うことにより、衛生証明書発行機関による輸出の都度の官能検査及び標章の
貼付に関する検査を省略することができる。
１．品質確認者の選任
輸出者は、輸出者自らが定めた品質確認者（食品衛生責任者の資格を
有する等、食品衛生の知識を有する者）を選任すること。
２．官能検査及び標章の貼付
選任された品質確認者は、輸出の都度、別添４に掲げる官能検査及び標章の貼
付確認を実施し、当該官能検査基準及び標章の記載を満たしていることを確認す
るとともに、別紙様式１２に結果を記載すること。
輸出者は、官能検査結果が記載された別紙様式１２を、証明書発行機関に提出
するとともに、写しを３年間保管すること。
また、証明書発行機関は提出された別紙様式１２を３年間保管すること。
３．その他
品質確認者は、輸出される水産物について別添３に掲げられる官能検査及び標
章の貼付の他、以下の状況についても確認すること。
１）衛生的かつ適切な温度下で官能検査が行われていること。
２）申請内容と荷口が適合していること。
３）申請内容と標章の記載内容が適合していること。
４．官能検査の検証
輸出者は、１年間に１回以上、登録検査機関による官能検査を実施し、
別添４に掲げる官能検査基準を満たしていることを確認すること。品質確認者は、
当該検査に立ち会い、自ら行う官能検査方法の妥当性について検証を行うこと。
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改正後

改正前

（別紙様式１～１１略）

（別紙様式１～１１略）

別紙様式１２
年

月

衛生証明書発行機関長

日
殿

申請者
住所
氏名
（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名）
ロシア向け輸出水産食品の官能検査等実施報告書
ロシア向け輸出水産食品の輸出に当たり、下記のとおり官能検査を実施し、品
質に問題がないことを確認しましたので報告いたします。
記
１．輸出水産物の品名
２．登録施設名及び登録番号
３．輸出年月日
４．品質確認者氏名
５．官能検査確認内容
項目

外観

判定基準

品質確認者署名
※

鱗とひれにほとんど損傷がなく、鱗が抜け落ち
ない状態である。
皮膚表面に寄生虫が付いていない（冷凍、加
熱食品及び高度加工品は除く）

5

におい

魚類特有のにおいであり、鮮度低下に伴うアン
モニア臭等の異臭がない。

組織

筋肉が引き締まって弾力があり、内臓もはっき
りと識別でき、鮮度が良好である。

その他
その他

衛生的かつ適切な温度下で官能検査を実施した。
申請内容と荷口が適合していることを確認した。

※上記に該当しない方には、品質確認者署名欄に（－）を記載すること。
６. 標章の貼付確認内容
項目

品質確認者署名

梱包等が開封出来ないように標章が記載されたシールが梱
包等に添付されている。
申請内容と標章の記載内容が適合している。
登録施設の登録番号、名称及び住所が記載されている。※
製造（加工）日が記載されている。※
保管温度が記載されている。※
保存期間（消費期限又は賞味期限）が記載されている。※
重量（ネットウェイト）が記載されている。※
※上記については英語が含まれていることについても確認すること。
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（別紙）
ロシア向け輸出水産食品の取扱要領
１．趣旨
本要領は、我が国からロシアに輸出される水産食品の証明書の発行について、
証明書発行機関及び魚病検査機関の責務、関係事業者が遵守すべき要件、証明
書発行の手続等を定めるものである。
２．定義
本要領において、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）ロシア向け輸出水産食品：我が国からロシアに輸出される別添１に掲げ
る食用の水産動物及びそれらの加工品
（２）登録施設：ロシア向け輸出水産食品を最終加工する施設若しくは最終保
管する施設又はロシア向け輸出水産動物を養殖している施設であって、本
要領に基づき登録された施設
（３）監視安全課：厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
（４）畜水産安全管理課：農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
（５）加工流通課：水産庁漁政部加工流通課
（６）証明書：ロシア向け輸出水産食品のための動物・食品衛生証明書
（７）施設登録者：登録施設において、本要領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
（８）輸出者：施設登録者の製品を輸出しようとする者
（９）証明書発行機関：食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第４条第９
項に規定する登録検査機関のうち、別添２の手続に従い厚生労働省医薬食
品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官により認定
された証明書発行機関
（10）魚病検査機関：別添３の手続に従い農林水産省消費・安全局長により認
定された魚病に係る検査機関
３．輸出手続の概要
（１）施設の登録
ロシア向け輸出水産食品を最終加工（未加工品にあっては、最終保管）
する者（本要領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を
いう。）は、４．
（１）のいずれかに適合することを証する書類を添付して、
証明書発行機関あてに登録確認申請を行う。証明書発行機関は当該申請が

登録施設の要件に適合することを確認（必要に応じて監視安全課、畜水産
安全管理課及び加工流通課が当該確認を行う。）した上で、登録申請書を
加工流通課に送付し、監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課が登
録を行う。
（２）証明書の発行手続
輸出者は、登録施設のロシア向け輸出水産食品について、６．（２）の
証明書の発行要件に適合することを証する書類を添付して、証明書発行機
関あてに証明書の発行申請を行う。証明書発行機関は当該申請が証明書発
行要件に適合する場合には、輸出者に対して証明書を発行する。
４．施設の登録
（１）登録施設の要件
登録施設の要件は下記のいずれかに該当する施設とする。
①

食品衛生法第５２条に基づく営業許可を有する施設

②

条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を

行っている施設
③

「対中国輸出水産食品の取扱いについて」に基づく登録施設

④

「対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設又は登録

施設
⑤

「対米輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定施設

⑥

登録時より２年前から持続的養殖生産確保法(平成１１年法律第５１号）第

２条第２項の特定疾病（以下「特定疾病」という。）が発生していない
養殖漁場
（２）登録施設の登録確認手続
登録施設の申請は、ロシア向け輸出水産食品を最終加工（未加工品にあ
っては最終保管）する者が、別紙様式１により証明書発行機関あて登録確
認申請を行う。
登録確認申請を受理した証明書発行機関は（１）の登録施設の要件に適
合するかどうかの審査を行う。その際、①及び②については営業許可証又
は届出書の写し等、③から⑤については厚生労働省又は農林水産省のホー
ムページにより、⑥については畜水産安全管理課に確認し、問題がない施
設については証明書発行機関が登録確認番号を付して、加工流通課に別紙
様式２にて登録申請を行う。
なお、「登録確認番号」は、施設ごとに RU に続けて、上２桁は証明書

発行機関認定番号、２桁目以降に登録確認施設の番号を 0001 から付すこ
と（例：RU ○○ 0001）。また、登録確認施設が保管施設（「食品の冷凍又
は冷蔵業」等）の場合には CS（Cold Storage facilities を意味するもの）を、
養殖施設（（１）のカ）の場合には AC（Aquaculture facilities）を末尾に付
す（例：RU ○○ 0001CS）。加工施設等の場合には末尾にアルファベット
は付さない。
（３）登録番号の付与・公表の手続
加工流通課は、証明書発行機関による別紙様式２の登録申請書に基づき、
当該施設に登録番号を付与し、監視安全課及び畜水産安全管理課に連絡す
る。加工流通課が農林水産省のホームページ上で公表することにより、当
該施設が登録されたものとする。登録申請者及び証明書発行機関は当該ホ
ームページ上で施設の登録を確認する。
（４）登録施設の登録事項の変更及び登録施設の登録の廃止の申請
施設登録者は、登録事項の変更がある場合に、証明書発行機関に対して
別紙様式３により登録変更確認の申請を行い、申請を受けた証明書発行機
関は加工流通課に別紙様式２の登録変更申請書を送付し、監視安全課、畜
水産安全管理課及び加工流通課は記載内容を確認の上、登録変更を行う。
施設登録者は、登録施設の登録を廃止する場合は、別紙様式４により証
明書発行機関に対して登録施設の廃止確認の申請を行い、その申請を受け
た証明書発行機関は加工流通課に別紙様式２の登録廃止申請書を送付し、
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は記載内容を確認の上、登
録施設の廃止を行う。
登録施設が変更及び廃止された場合は、（３）と同様の手続により、農
林水産省のホームページ上で公表する。
（５）登録の取消し等
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、以下のいずれかに該
当した場合は、登録施設の取消しを行うことができる。
①

登録施設が（１）の要件に合致しなくなったことが判明したとき

②

登録施設が不正な手続により登録を受けたものであることが判明した

とき
③

施設登録者と輸出者が同一である場合、その者が過去に不正な手続に

より証明書の交付を受けたことが判明したとき
④

その他相当の理由があると認めるとき

登録の取消が行われた場合は、（３）と同様の手続により、農林水産省
のホームページ上で公表する。
５．特定疾病に関する検査
輸出者は、ロシア向け輸出水産食品が、持続的養殖生産確保法施行規則（平
成１１年農林水産省令第３１号）第１条の表の上欄に掲げる水産動植物のう
ち生きているものである場合は、６．（１）の申請に先立って、魚病検査機
関が実施する特定疾病に関する検査の申請を行う。申請を受け、魚病検査機
関はサンプルの採取を行うとともに、別添４の２．に掲げる検査を行い、輸
出者に対し試験成績書を発行する。なお、検査の結果、当該水産動植物が特
定疾病にかかっている場合、又はかかっている疑いがある場合には、魚病検
査機関は直ちにその旨畜水産安全管理課に連絡を行う。
６．証明書の発行
（１）申請
輸出者は、ロシア向け輸出水産食品について輸出を行うごとに、別紙様
式５の申請書に次の書類を添付して、証明書発行機関あて申請を行う。な
お、③にあっては申請時に提出できない場合には、証明書発行日までに証
明書発行機関に提出するものとする。
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

５．の試験成績書（５．の検査を受けた場合のみ）

⑤

食品衛生法第２７条の規定に基づく食品等輸入届出書（ロシア向け輸
出水産食品の主原料が輸入品である場合のみ）

⑥

以下（２）③.c. に該当する場合は、別紙様式１２。
なお、予定していた輸出が中止になり証明書が不要となった場合には、

輸出者は、別紙様式６により取消願を提出する。
既に輸出者が証明書を受領していたときには、速やかに取消願とともに
証明書を証明書発行機関に対して返却すること。なお、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、証明書発行機関は当該輸出者に対
して新たな証明書を発行することができない。
（２）証明書の発行要件
証明書の発行は、次に掲げる要件すべてを満たすものに対して行うもの
とする。

①

４．（１）のアからオの規定により登録された登録施設において最終

加工又は最終保管されたものであること（②に該当する場合を除く。）
②

４．（１）のカの規定により登録された登録施設で養殖されたもので

あること（当該食品が持続的養殖生産確保法施行規則第１条の表の上欄
に掲げる養殖水産動植物のうち生きているもののみ。）
③

別添４の１．に規定する検査を行い、同４の１．（２）に掲げる検査

基準を満たしているものであること。ただし、登録施設が、次の a から c
のいずれかの要件に該当する場合、証明書発行機関による輸出の都度の
官能検査及び標章の貼付確認（以下、「官能検査等」という。）を省略す
ることができる。
a. 「対 EU に輸出水産食品取り扱いについて」に基づく認定を受けてい
る施設及び輸出品目であること。
b. 「対米輸出水産食品取り扱いについて」に基づく認定を受けている
施設及び輸出品目であること。
c. 別添５に示す運用に基づく手続きを実施していること。
④

別添４の２．に規定する検査を行い、同４の２．（３）に掲げる検査

基準を満たしているものであること（当該食品が持続的養殖生産確保法
施行規則第１条の表の上覧に掲げる養殖水産動植物のうち生きているも
ののみ。）
⑤

関税法（昭和２９年法律第６１号）第２条第 1 項第４号に規定する「内

国貨物」であること
（３）証明書の発行
（２）に適合すると判断された場合には、証明書発行機関は以下の点に
留意しつつ別紙様式７の証明書に必要事項を記入の上、証明書原本に検査
責任者が署名し、印章を押印した後に、原本を輸出者に速やかに発行する
とともに、その写しを保存する。
①

記載する用語については、基本的に英語記載とすること

②

「Reference No.」については、証明書発行機関において独自に管理を

行うこと
③

証明書に使用する用紙については加工流通課の指示に従うこと

（４）官能検査の強化
ロシアの食品衛生に関する法令に違反した旨の連絡をロシア政府から受け
るなど、輸出貨物に問題が発生した場合、(２)③の a から c のいずれかの

要件を満たした登録施設であっても、証明書発行機関による輸出の都度の
官能検査等によって、別添４の１．（２）に掲げる検査基準を満たしている
ことを確認すること。
ただし、問題点の原因究明及び改善措置について、証明書発行機関を
通じ監視安全課あて報告し、改善されたと判断された場合にあっては、
監視安全課の指示により、官能検査の強化を解除することができる。
（５）証明書発行の停止
証明書発行機関は、次のいずれかの場合に該当するときは、監視安全課、
畜水産安全管理課及び加工流通課との協議の上、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。
①

提出書類の記載内容が虚偽又は不実であると認められる場合又はその

疑いがある場合
②

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場合
③

その他相当の理由があると認められる場合

（６）報告
証明書発行機関は、加工流通課の指示に従い、証明書発行について、ロ
シア政府及び加工流通課長あて報告を行う。
７．その他
（１）輸出者自らの衛生管理について
輸出者はロシアの獣医学上及び衛生学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、ロシア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、輸出水産食品に関する自主的な衛生管理に努
めるものとする。
（２）登録施設に対する調査
監視安全課は、畜水産安全管理課及び加工流通課と協力して、登録施設
の衛生管理状況等について、必要に応じ調査を実施することができる。
（３）申請の審査に係る調査
証明書発行機関は６．（１）による申請の審査にあたり、必要に応じ、
輸出者及び魚病検査機関に対して６．（１）に掲げる書類以外の資料の提
出を求めること等により、ロシア向け輸出水産食品が６．（２）の要件を

満たすかどうか調査を行うものとする。
（４）ロシア政府との協議
ロシア政府からの違反連絡等があった場合には、監視安全課、畜水産安
全管理課及び加工流通課がロシア側と協議の上、適切な措置をとるものと
する。
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（別添２）
証明書発行機関に関する規程
１．証明書発行機関の認定の概要
証明書発行機関としての認定は、希望する者の申請に対し、厚生労働省医薬
食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁長官による審査並
びにロシア政府との協議結果を踏まえ、証明書発行機関として適切であると認
められる場合に行う。証明書発行機関は輸出者の申請に基づき、証明書を発行
するものとする。
２．証明書発行機関の認定申請
証明書発行機関は、以下（１）の要件を備える者であり、（２）の申請書類
の提出により、証明書発行機関としての認定を受けることができる。
（１）証明書発行機関としての要件
ア

証明書発行機関として適格である者として次の事項を全て満たしている

こと。
①法人格を有すること。
②食品衛生法第４条第９項に規定する登録検査機関であること。
③証明書発行業務を行う方針、手続き及び運用が差別的でなく、客観性及
び公平性を確保するための組織運営機構を有すること。
④証明書発行業務とその他の活動とを区別する方針及び手順を有し、関連
機関の活動や営利的、財政的その他の圧力に影響されないこと。
⑤実施機関としての組織運営に必要な要員、施設及び財政的安定性を有す
ること。
⑥証明書発行業務に係る記録を適切に作成、保管するための取決め及び業
務の過程で得られる情報の機密を保持するための適切な取決めを有する
こと。
イ

証明書発行申請者との利害関係を有しない者として、次の事項を全て満

たしていること。
①株式会社である場合にあっては、証明書発行申請者がその親法人（会社
法（平成１７年法律第８６号）第８７９条第１項に規定する親法人をい
う。）でないこと。
②役員に占める証明書発行申請者の役員又は職員（過去２年間に当該証明
書発行申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が２分
の１を超えないこと。
③代表権を有する役員が、証明書発行申請者の役員又は職員（過去２年間

に当該証明書発行申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。）で
はないこと。
ウ

証明書発行業務を実施する上で十分な能力を有する人員及び設備を有す
ること。

（２）提出書類
①別紙様式８の認定申請書
②別に掲げる申請手順に従って、適切に証明書発行を実施できる体制を整
えていることを示す以下に掲げる資料
ア

定款の写し

イ

組織の概要を示す資料

ウ

組織の財務体制を示す資料

エ

役員の氏名及び略歴

オ

手数料に関する資料

カ

申請者が株式会社である場合は、主要な株主構成

キ

食品衛生法第４条第９項に規定する登録検査機関として登録されて

いることを示す官報の写し
ク

証明書発行人員、全国的な証明書発行体制、ISO 認証等の第三者機

関による特別な認定等について示す資料
ケ

過去の輸出検査実績又は輸出証明書発行に関わったことを示す書類

コ

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年

法律第１７５号）第１７条の２に基づき登録認定機関として公示され
ている場合は、その官報の写し
サ

食品衛生法又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律に基づく処分が行われた場合は、その関係書類及び処分期間が経過
したことを示す書類
（３）申請先
（２）に掲げる書類を下記のあて先に正本を３部提出すること。
〒１００－８９０７

東京都千代田区霞が関１－２－１

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
電話

輸出担当

０３－３５０２－８１１１（内線７１２５）
０３－３５０１－１９６１（直通）

ＦＡＸ

０３－３５９１－６８６７

３．認定証の交付
厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水産庁
長官は２．により申請があった場合、２．（１）に掲げる要件を満たしている

か内容を審査し、必要に応じて当該職員に立入調査を行わせることができるほ
か、ロシア政府との協議結果を踏まえ、証明書発行機関として適切であると認
められた場合、申請者に対して別紙様式９の認定書を交付する。
４．証明書発行機関への指導・検査
（１）指導
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、証明書発行機関に対
し、証明書発行業務の適切な実施にあたり必要な指導を行うものとする。
（２）検査
監視安全課、畜水産安全管理課及び加工流通課は、証明書発行機関に対
し、証明書発行業務を適切に実施しているか確認する観点から、検査を行
うものとする。
（３）認定の取消
厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長及び水
産庁長官は、①証明書発行機関が２．（１）に掲げる認定要件を備えてい
ないと認める場合、②証明書発行機関が輸出者からの申請に対し、正当な
理由なく証明書発行手続きを行わなかった場合、③証明書発行機関に証明
書発行業務を行う上で不正行為があったと認める場合、④証明書発行機関
が（２）の検査を受けることを拒否した場合、⑤その他相当の理由がある
と認める場合、証明書発行機関として不適切と認め、当該証明書発行機関
の認定の取消を行うことができる。
５．認定申請事項の変更及び認定の取消
認定申請時の申請事項について変更があったときは、証明書発行機関は、上
記申請先に対し、別紙様式１０によりその旨申請するものとする。
また、証明書発行機関がその認定の取消を希望する場合は、別紙様式１１に
必要事項を記入の上、２．（２）③のあて先に提出するものとする。

（別添３）
魚病検査機関に関する規程
１．魚病検査機関の認定の概要
魚病検査機関としての認定は、希望する者の申請に対し、農林水産省消費・
安全局による審査を踏まえ、魚病検査機関として適切であると認められる場合
に行う。
魚病検査機関は輸出者の申請に基づき、魚病に係る検査を実施するものとす
る。
２．魚病検査機関の認定申請
検査機関は、
（１）の要件を備える者であり、
（２）の申請書類の提出により、
魚病検査機関として業務が実行できる旨の認定を受けることができる。
（１）魚病検査機関としての要件
ア

魚病検査機関として適格である者として、次の事項を全て満たしている

こと。
①法人格を有すること
②検査業務を行なう方針、手続及び運用が差別的でなく、客観性及び公平
性を確保するための組織運営機構を有すること。
③検査業務とその他の活動とを区別する方針及び手順を有し、関連機関の
活動や営利的、財政的その他の圧力に影響されないこと。
④実施機関としての組織運営に必要な要員、施設及び財政的安定性を有す
ること。
⑤検査業務に係る記録を適切に作成、保管するための取決め及び業務の過
程で得られる情報の機密を保持するための適切な取決めを有すること。
イ

検査申請を行なう者との利害関係を有しない者として、次の事項を全て

満たしていること。
①株式会社である場合にあっては、検査申請を行う者がその親法人（会社
法（平成１７年法律第８６号）第８７９条第１項に規定する親法人をい
う。）でないこと。
②役員に占める検査申請を行う者の役員又は職員（過去２年間に当該検査
申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が２分の１を
超えないこと。
③代表権を有する役員が、検査申請を行う者の役員又は職員（過去２年間
に当該検査申請に係る者の役員又は職員であった者を含む。）ではない
こと。

ウ

魚病に係る検査を実施する上で十分な能力を有する人員及び設備を有す
ること。

（２）提出書類
①別紙様式８の登録申請書
②別添４の２．に掲げる検査手順に従って、適切に検査を実施できる体制
を整えていることを示す以下に掲げる資料
ア

定款の写し

イ

組織の概要を示す資料

ウ

組織の財務体制に関する資料

エ

役員の氏名及び略歴

オ

手数料に関する資料

カ

申請者が株式会社の場合は、主要な株主構成

キ

魚病検査にかかる人員及び設備に関係する資料

ク

過去の魚病検査についての実績を示す資料

（３）申請先
（２）に掲げる書類を以下のあて先に提出すること
〒１００－８９５０

東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室
電話

輸出担当

０３－３５０２－８１１１（内線３２２９）
０３－３５０２－８０９８
（直通・ＦＡＸ

０３－３５０１－２６８５）

３．認定証の交付
農林水産省消費・安全局長は２．に基づいて申請があった場合、２．（１）
の要件を満たしているか内容を審査し、必要に応じて当該職員に立入調査を行
わせ、魚病検査機関として適切であると認められた場合、申請者に対して別紙
様式９の認定書を交付する。
４．魚病検査機関への指導・検査
（１）指導
畜水産安全管理課は、魚病検査機関に対し、魚病検査業務の適切な実施
にあたり必要な指導を行うものとする。
（２）検査
畜水産安全管理課は、魚病検査機関に対し、魚病検査業務を適切に実施
しているか確認する観点から、検査を行うものとする。
（３）認定の取消

農林水産省消費・安全局長は、①魚病検査機関が２．（１）に掲げる認
定要件を備えていないと認める場合、②魚病検査機関が輸出者からの申請
に対し、正当な理由なく魚病検査を実施しなかった場合、③魚病検査機関
に検査業務を実施する上で不正行為があったと認める場合、④魚病検査機
関が４．（２）の検査を受けることを拒否した場合、⑤その他相当の理由
があると認める場合、魚病検査機関として不適切であると認め、認定の取
消等必要な措置を講ずるものとする。
５．認定申請事項の変更及び認定の取消
認定申請時の申請事項について変更があったときは、魚病検査機関は、別紙
様式１０によりその旨農林水産省消費・安全局長あてに届け出るものとする。
また、魚病に係る検査機関がその認定の取消を希望する場合は、別紙様式１
１に必要事項を記入の上、２．（３）のあて先に提出するものとする。

（別添４）
ロシア向け輸出水産食品の検査手順

１．全てのロシア向け輸出水産食品に関する検査（証明書発行機関）
（１）サンプリング
申請品目毎に１ロットとし、荷口の確認を行うとともに下記（２）の①につ
いて、１ロットの梱包数（N)に応じて、以下に示す開梱数（n)を目安とする。
１ロットの梱包数（N)

開梱数(n)

N≦１５０

３

１５０＜N≦１２００

５

N＞１２００

８

※１ロットの梱包数が３に満たない場合は開梱数（n)は１とする。
（２）検査基準
①

官能検査

項目
外観

判定基準
鱗とひれにほとんど損傷がなく、鱗が簡単に抜け落ちない状態で
ある。
皮膚表面には寄生虫が付いていないこと（冷凍、加熱食品及び高
度加工品は除く）。

におい 魚類特有のにおいであり、鮮度低下に伴うアンモニア臭等の異臭
がない。
組織

筋肉が引き締まって弾力があり、内臓もはっきりと識別でき、鮮
度が良好である。

②

標章の貼付

ロシア向け輸出水産食品の梱包等が開封できないように標章が記載されたシ
ールが梱包等に貼付されており、標章には次のことが記載されていること。

ア．登録施設の登録番号、名称及び住所
イ．製造（加工）日
ウ．保管温度
エ．保存期間
オ．重量
２．ロシア向け養殖水産動物に関する検査（魚病検査機関）
（１）特定疾病発生の確認
申請に係る登録施設において特定疾病の発生報告がないことを畜水産安全
管理課に確認の上、検査を実施する。
（２）サンプリング
輸出する養殖水産動植物申請に係る水産動植物が飼育されていた養殖漁場
から

３０尾以上をサンプリングし、持ち込み検査を実施する。

（３）検査基準
検査対象となるそれぞれの疾病ごとに、
「特定疾病等対策ガイドライン（平
成１７年１０月２１日消安第 7497 号消費・安全局長通知）」の病性鑑定指針
に掲げられた臨床検査及び診断法にて検査を行った結果、陰性であること。
その際、１検体に使用できる尾数は、５尾を上限とする。

（別添５）
ロシア向け輸出水産食品の官能検査等の運用
ロシアへ輸出される水産食品の衛生証明書の発行に当たっては、下記の手
続きを行うことにより、衛生証明書発行機関による輸出の都度の官能検査及び
標章の貼付に関する検査を省略することができる。
１．品質確認者の選任
輸出者は、輸出者自らが定めた品質確認者（食品衛生責任者の資格を
有する等、食品衛生の知識を有する者）を選任すること。
２．官能検査及び標章の貼付
選任された品質確認者は、輸出の都度、別添４に掲げる官能検査及び標章
の貼付確認を実施し、当該官能検査基準及び標章の記載を満たしていることを
確認するとともに、別紙様式１２に結果を記載すること。
輸出者は、官能検査結果が記載された別紙様式１２を、証明書発行機関に
提出するとともに、写しを３年間保管すること。
また、証明書発行機関は提出された別紙様式１２を３年間保管すること。
３．その他
品質確認者は、輸出される水産物について別添３に掲げられる官能検査及
び標章の貼付の他、以下の状況についても確認すること。
１）衛生的かつ適切な温度下で官能検査が行われていること。
２）申請内容と荷口が適合していること。
３）申請内容と標章の記載内容が適合していること。
４．官能検査の検証
輸出者は、１年間に１回以上、登録検査機関による官能検査を実施し、別
添４にあげる官能検査基準を満たしていることを確認すること。品質確認者は、
当該検査に立ち会い、自ら行う官能検査方法の妥当性について検証を行うこと。
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ᴗಀࡿᒆฟ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿタͤ㸰
ᑐ୰ᅜ㍺ฟỈ⏘㣗ရಀࡿⓏ㘓タ
ᑐ EU ㍺ฟỈ⏘㣗ရಀࡿㄆᐃཪࡣⓏ㘓
タ
ᑐ⡿㍺ฟỈ⏘㣗ရಀࡿㄆᐃタ
≉ᐃࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸㣴Ṫタͤ
㸱

Ⓩ㘓␒ྕ➼

ͤ㸯

Ⓩ㘓⏦ㄳタࡀヱᙜࡍࡿࡶࡢࡇࡿࡅࡘࢆۑ

ͤ㸰

チྍド➼ࡢࡋࢆῧࡍࡿࡇ

ͤ㸱

㣴Ṫタࡢᴫせࢆ♧ࡍ㈨ᩱࢆῧࡍࡿࡇ

㸲㸬㍺ධ⪅㸦Ⲵཷே㸸ࣟࢩഃࡢ㍺ධ⪅㸧ࡢྡ๓
ͤ㸯

ⱥㄒ࡛グ㍕ࡍࡿࡇ

ͤ㸰

ᮍᐃࡢሙྜࡣ ࠊࠕᮍᐃࠖグ㍕ࡍࡿࡇࡋࠊุ᫂ḟ➨ࠊู⣬ᵝᘧ㸱
ࡼࡾⓏ㘓ኚ᭦☜ㄆࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇ

㸳㸬タࡢ㐃⤡ඛ㸦࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ㸦࡞࠸ሙྜࡣ FAX ␒ྕ㸧ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࠋ㸧

㸦ู⣬ᵝᘧ㸰㸧
ᖺ
Ỉ⏘ᗇ⁺ᨻ㒊ຍᕤὶ㏻ㄢ㛗

᭶

᪥

Ẋ
ド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ㛵
ఫᡤ
Ặྡ

ࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရⓏ㘓タⓏ㘓㸦ኚ᭦ཪࡣᗫṆ㸧⏦ㄳ᭩
ࠕࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࡅ
㣗ᏳⓎ➨㸮㸴㸰㸰㸮㸮㸯ྕཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗㏻▱ࠊ㸰㸯ᾘᏳ
➨㸰㸯㸲㸷ྕ㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗㏻▱ࠊ㸰㸯Ỉ⁺➨㸯㸳㸷ྕỈ⏘ᗇ㛗ᐁ
㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㛵ಀ᭩㢮ࢆῧ࠼࡚Ⓩ㘓㸦ኚ᭦ཪࡣᗫṆ㸧⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ
グ
㸦Ⓩ㘓ࡢሙྜ㸧
Ⓩ㘓☜ㄆ␒ྕ
Identification No.

Ⓩ㘓タྡ
Name of establishment

ఫᡤ
㸦Address

㍺ධ⪅ྡ
Name of Importer

㸦ኚ᭦ࡢሙྜ㸧
Ⓩ㘓␒ྕ
Establishiment No.

Ⓩ㘓タྡ
Name of establishment

ኚ᭦⟠ᡤ
Part of change

㸦ᗫṆࡢሙྜ㸧
Ⓩ㘓␒ྕ
Establishiment No.

Ⓩ㘓タྡ
Name of establishment

ఫᡤ
㸦Address

㸦ู⣬ᵝᘧ㸱㸧
ᖺ
ド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ㛵㛗

᭶

᪥

Ẋ
⏦ㄳ⪅
ఫᡤ
Ặྡ
㸦ἲே࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᡤᅾᆅࠊྡ⛠ཬࡧ௦⾲⪅ࡢẶྡ㸧

ࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရⓏ㘓タⓏ㘓㡯ࡢኚ᭦☜ㄆ⏦ㄳ᭩

ࠕࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࡅ
㣗ᏳⓎ➨㸮㸴㸰㸰㸮㸮㸯ྕཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗㏻▱ࠊ㸰㸯ᾘᏳ
➨㸰㸯㸲㸷ྕ㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗㏻▱ࠊ㸰㸯Ỉ⁺➨㸯㸳㸷ྕỈ⏘ᗇ㛗ᐁ
㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊୗグタࡢⓏ㘓㡯ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ᭩㢮ࢆῧ࠼࡚⏦ㄳ
ࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊⓏ㘓ኚ᭦ᚋタࡢྡ⛠ཬࡧᡤᅾᆅࢆබ⾲ࡍࡿࡇࢆᢎ࠸ࡓ
ࡋࡲࡍࠋ

グ
㸯㸬Ⓩ㘓␒ྕ
㸰㸬ኚ᭦㡯
㸦᪥ᮏㄒ㸧
㸦ⱥㄒ㸧
㸱㸬㍺ධ⪅㸦Ⲵཷே㸸ࣟࢩഃࡢ㍺ධ⪅㸧ࡢྡ๓

㸦ู⣬ᵝᘧ㸲㸧
ᖺ
ド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ㛵㛗

᭶

᪥

Ẋ
⏦ㄳ⪅
ఫᡤ
Ặྡ
㸦ἲே࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᡤᅾᆅࠊྡ⛠ཬࡧ௦⾲⪅ࡢẶྡ㸧

ࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရⓏ㘓タࡢᗫṆ☜ㄆ⏦ㄳ᭩

ࠕࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࡅ
㣗ᏳⓎ➨㸮㸴㸰㸰㸮㸮㸯ྕཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗㏻▱ࠊ㸰㸯ᾘᏳ
➨㸰㸯㸲㸷ྕ㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗㏻▱ࠊ㸰㸯Ỉ⁺➨㸯㸳㸷ྕỈ⏘ᗇ㛗ᐁ
㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊୗグタࡢⓏ㘓タࡢᗫṆ☜ㄆࢆ⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ

グ
㸯㸬Ⓩ㘓␒ྕ
㸰㸬タࡢྡ⛠ཬࡧᡤᅾᆅ

㸦ู⣬ᵝᘧ㸳㸧
ᖺ
ド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ㛵㛗

᭶

᪥

Ẋ
⏦ㄳ⪅
ఫᡤ
Ặྡ
㸦ἲே࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᡤᅾᆅࠊྡ⛠ཬࡧ௦⾲⪅ࡢẶྡ㸧
ࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရド᫂᭩Ⓨ⾜⏦ㄳ᭩

ࠕࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࡅ
㣗ᏳⓎ➨㸮㸴㸰㸰㸮㸮㸯ྕཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗㏻▱ࠊ㸰㸯ᾘᏳ
➨㸰㸯㸲㸷ྕ㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗㏻▱ࠊ㸰㸯Ỉ⁺➨㸯㸳㸷ྕỈ⏘ᗇ㛗ᐁ
㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊド᫂᭩ࡢⓎ⾜ࢆ⏦ㄳࡋࡓࡃࠊୗグ㍺ฟỈ⏘㣗ရ㛵ࡋࠊ㛵ಀ
᭩㢮ࢆῧ࠼࡚⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ

グ
㸯㸬㈠᫆ሗ
ձ㍺ฟ⪅㸦Ⲵ㏦ே㸸᪥ᮏࡽࡢ㍺ฟ⪅㸧ࡢྡ๓ཬࡧఫᡤ
ղ㍺ධ⪅㸦Ⲵཷே㸸ࣟࢩഃࡢ㍺ධ⪅㸧ࡢྡ๓ཬࡧఫᡤ
ճ㍺㏦᪉ἲ㸦ࢥࣥࢸࢼࡢ␒ྕࠊ⯟✵ᶵࡢ౽ྡࠊ⯪⯧ࡢྡ⛠㸧
մ⤒⏤ᅜ
յࣟࢩࡢ㏻㛵ሙᡤ
㸰㸬〇ရࡢⲴጼࠊグ㍕㡯
ձ〇ရྡ
ղ〇㐀ᖺ᭶᪥
ճໟᙧែ
մᩘ㔞
յࢿࢵࢺ࢙࢘ࢺ㸦㹩㹥㸧
նಖ⟶ཬࡧ㍺㏦᮲௳
շᑒ༳␒ྕ㸦ࢥࣥࢸࢼ➼ࡢᑒ༳␒ྕ㸧
ոᶆ❶

㸱㸬〇ရࡢ⏤᮶
ձⓏ㘓タྡ㸦Ⓩ㘓␒ྕ㸧ཬࡧఫᡤ
ղཎᩱࡢཎ⏘ᅜࠊཎ⏘㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᾏᇦࠋཎᩱࡀ㍺ධရ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ཎᩱࡢཎ⏘ᅜ࠾࠸࡚ࣟࢩࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓ౪⤥タࡢ␒ྕ
㸦ㄋ⣙㡯㸧
ᙜヱ㈌≀ࡣ௨ୗࡢෆᐜࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆㄋ⣙ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ୖグࡢグ㍕㡯ࡀṇࡋ࠸ࡇ
㸦㸰㸧㛵⛯ἲ㸦㸰㸷ᖺἲᚊ➨㸴㸯ྕ㸧➨㸰᮲➨㸯㡯➨㸲ྕࡢࠕෆᅜ㈌≀ࠖ
࡛࠶ࡿࡇ
㸦㸱㸧ㄪᰝࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡀㄪᰝ❧ࡕ࠸㈌≀
ࡢ㛤Ვ➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆᢎㅙࡍࡿࡇ
㸦㸲㸧ド᫂᭩ࢆཷࡅྲྀࡿ㝿ド᫂᭩୰ࡢグ㍕㡯ࡀᮏ⏦ㄳグ㍕㡯┦㐪࡞࠸
ࡇࢆ㍺ฟ⪅ࡢ㈐௵࡛☜ㄆࡍࡿࡇ
㸦㸳㸧ࣟࢩᨻᗓࡀせồࡍࡿ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ձ

ࣟࢩ㐃㑥㍺ฟࡉࢀࡿࠊேࡢ㣗ရྥࡅࡽࢀࡿࠊ⏕ࡁࡓࠊ෭ⶶࡉࢀ

ࡓཬࡧ෭ࡉࢀࡓ㨶ࡑࡢࡢỈ⏘≀୪ࡧࡇࢀࡽࡢຍᕤရࡣࠊ᪥ᮏࡢᶒ
㝈࠶ࡿᶵ㛵ࡼࡾࠊ㍺ฟ⏝ࡢ㣗ရࢆ౪⤥ࡍࡿࡇࢆチྍࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓྠᶵ㛵ࡼࡿᐃᮇⓗ࡞┘╩ࡢୗ࠶ࡿᴗ࡛〇㐀ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ

ղ

㨶ࡑࡢࡢỈ⏘≀ࡣࠊື≀⾨⏕ୖࡢไ㝈ୗ࡞࠸タ⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ

࡛࠶ࡿࡇ
ճ

ၟᴗ⏝ࡢᾏ⏘ཬࡧῐỈ⏘ࡢ㨶ࡑࡢࡢỈ⏘≀ࡣࠊ᪥ᮏࡢᅜ❧ࡢཪࡣබ

ⓗ࡞ᶵ㛵ࡼࡾࠊᐤ⏕୪ࡧ⣽⳦ᛶཬࡧ࢘ࣝࢫᛶࡢឤᰁࡢᏑᅾࡀ
᪥ᮏ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ᳨࡛ᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
մ

チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆࡢᐤ⏕ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿሙྜࡣࠊ⌧ᅾ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ

᪉ἲࡼࡾάᛶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
յ

㍺ฟࡉࢀࡿ෭ࡉࢀࡓ㨶ࡑࡢࡢỈ⏘≀ࡣࠊ➽⫗୰ࡢ

ᗘࡀᦤẶ࣐

ࢼࢫ㸯㸶ᗘࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺ಖࡓࢀࠊࢧࣝࣔࢿࣛࡑࡢࡢ⣽⳦ᛶཎయࡢ
ΰධࡀ࡞ࡃࠊఏᰁᛶࡼࡿᆺⓗ࡞ኚ㉁ࡀ࡞ࡃࠊᐁ⬟ⓗ࡞ရ㉁ຎ
ࡀ࡞ࡃࠊಖ⟶୰ゎࡉࢀࡓࡇࡀ࡞ࡃࠊ╔Ⰽᩱཬࡧ㤶ᩱࡢῧຍࡀ⾜ࢃ
ࢀࡎࠊ㟁㞳ᨺᑕࡼࡿฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ն

⋇་Ꮫⓗཬࡧ⾨⏕Ꮫⓗ᳨ᰝࡼࡾࠊᾏ⏘ཬࡧῐỈ⏘ࡢ㨶ࡑࡢࡢỈ⏘

≀୪ࡧࡑࡢຍᕤရࡣࠊேࡢ㣗ရࡋ࡚ࡢᾘ㈝㐺ࡋࡓࡶࡢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇࠋኳ↛ཪࡣேᕤࡢ࢚ࢫࢺࣟࢤࣥࡑࡢࡢ࣍ࣝࣔࣥᵝ≀㉁ࠊ⏥≧⭢

࣍ࣝࣔࣥ㜼ᐖࠊᢠ⏕≀㉁ࠊẅࡑࡢࡢ⸆ࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
շ

㨶ࡑࡢࡢỈ⏘≀ཬࡧࡑࡢຍᕤရࡢᚤ⏕≀ᏛࠊᏛ࣭ẘ≀Ꮫཬࡧᨺᑕ

⥺Ꮫୖࡢ≉ᛶࡣࠊ⌧⾜ࡢࣟࢩ㐃㑥ࡢ⋇་Ꮫୖཬࡧ⾨⏕Ꮫୖࡢつ๎᮲
௳㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ո

〇ရࡣࠊໟᶆ❶ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠋᶆ❶ࡢࡉࢀࡓࣛ࣋ࣝࡣࠊ

ᙜヱࣛ࣋ࣝࢆẋᦆࡍࡿࡇ࡞ࡃໟࢆ㛤ᑒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡼ࠺
ᐜჾ㈞ࡉࢀࡿࡇ
չ

ᐜჾཬࡧᲕໟ㈨ᮦࡣࠊ⾨⏕ⓗ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᮦ㉁ࡣࠊ᪥ᮏࡢἲ௧ྜ⮴

ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
պ

㍺㏦ᡭẁࡣࠊ᪥ᮏࡢἲ௧ᇶ࡙ࡁฎ⌮ཬࡧ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

㸦⏦ㄳ᭩ࡢグ㍕㛵ࡍࡿὀព㡯㸧
㸦㸯㸧グධࡣ᪥ᮏㄒࠊⱥㄒేグࡼࡿࡇ
㸦㸰㸧⏦ㄳᑒ༳␒ྕࡀ࡛᫂࠶ࡿሙྜࡣ⾨⏕ド᫂᭩Ⓨ⾜ࡲู࡛㏵ᒆ
ฟࢆ⾜࠺ࡇ
㸦㸱㸧ࠕ⤒⏤ᅜࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞࠸ሙྜࡣࠕN/Aࠖグධࡢࡇ
㸦㸲㸧
ࠕ〇ရྡࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᮍຍᕤရࠖཬࡧࠕ⡆᫆࡞ຍᕤရࠖ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ
ᙜヱ㣗ရࡢⱥྡࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡋࠊࡑࢀ௨እࡢຍᕤရ࠶ࡗ࡚ࡣࠊၟရ
ྡࡸᙜヱ㣗ရࡢෆᐜࡀࢃࡿ୍⯡ⓗ࡞ྡ⛠ࢆグ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸳㸧ࠕཎᩱࡢཎ⏘ᅜࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺グ㍕ࡍࡿࡇ
ձࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢཎᩱࡀࠊ᪥ᮏ㡿ᾏ࡛⁺⋓ཪࡣ㣴Ṫࡉࢀࡓሙ
ྜཬࡧ᪥ᮏ⯪⡠⯪ࡀ᪥ᮏࡢⓗ⤒῭Ỉᇦࠊእᅜࡢ⤒῭Ỉᇦཪࡣබᾏ࡛
⁺⋓ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊࠕ᪥ᮏ⏘ࠖグධ
ղࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢཎᩱࡀࠊ㍺ධရ࡛࠶ࡿሙྜࠊᙜヱ㍺ධඖᅜ
࣭ᆅᇦྡࢆࠕࠖ⏘ۑۑグධࠋేࡏ࡚ ࠊࠕཎᩱࡢཎ⏘ᅜ࠾࠸࡚ࣟࢩ
ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓ౪⤥タࡢ␒ྕࠖࢆྍ⬟࡞㝈ࡾグ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸴㸧ࠕཎ⏘㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᾏᇦࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡀࠕᮍ
ຍᕤရࠖࡢሙྜࡣࡑࡢ⏤᮶ᆅࡋ࡚⁺⯪ࡢỈᥭࡆ

ࡢᡤᅾ㒔㐨ᗓ┴ྡࢆࠊ

ࠕຍᕤရࠖࡢሙྜࡣᙜヱ〇ရࡢຍᕤࢆ⾜ࡗࡓⓏ㘓タࡢᡤᅾ㒔㐨ᗓ┴ྡࢆ
グ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸵㸧ࠕ〇㐀ᖺ᭶᪥ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳရ┠୰࡛ᖺ᭶᪥ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍ
ࡿሙྜࠊ⏦ㄳ᭩ࡣ࡚グ㍕ࡍࡿࡇ

㸦ู⣬ᵝᘧ㸴㸧
ᖺ
ド᫂᭩Ⓨ⾜ᶵ㛵㛗

᭶

᪥

Ẋ
⏦ㄳ⪅
ఫᡤ
Ặྡ
㸦ἲே࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᡤᅾᆅࠊྡ⛠ཬࡧ௦⾲⪅ࡢẶྡ㸧

ࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရド᫂᭩Ⓨ⾜⏦ㄳࡢྲྀᾘ㢪
ࠕࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ ࠖ㸦ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࡅ
㣗ᏳⓎ➨㸮㸴㸰㸰㸮㸮㸯ྕཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗㏻▱ࠊ㸰㸯ᾘᏳ
➨㸰㸯㸲㸷ྕ㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗㏻▱ࠊ㸰㸯Ỉ⁺➨㸯㸳㸷ྕỈ⏘ᗇ㛗ᐁ
㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊド᫂᭩Ⓨ⾜⏦ㄳࢆྲྀᾘࡋࡓࡃࠊୗグࡢ࠾ࡾ⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ
グ

㸯㸬㈠᫆ሗ
ձ㍺ฟ⪅㸦Ⲵ㏦ே㸸᪥ᮏࡽࡢ㍺ฟ⪅㸧ࡢྡ๓ཬࡧఫᡤ
ղ㍺ධ⪅㸦Ⲵཷே㸸ࣟࢩഃࡢ㍺ධ⪅㸧ࡢྡ๓ཬࡧఫᡤ
ճ㍺㏦᪉ἲ㸦ࢥࣥࢸࢼࡢ␒ྕࠊ⯟✵ᶵࡢ౽ྡࠊ⯪⯧ࡢྡ⛠㸧
մ⤒⏤ᅜ
յࣟࢩࡢ㏻㛵ሙᡤ
㸰㸬〇ရࡢⲴጼࠊグ㍕㡯
ձ〇ရྡ
ղ〇㐀ᖺ᭶᪥
ճໟᙧែ
մᩘ㔞
յࢿࢵࢺ࢙࢘ࢺ㸦㹩㹥㸧
նಖ⟶ཬࡧ㍺㏦᮲௳
շᑒ༳␒ྕ㸦ࢥࣥࢸࢼ➼ࡢᑒ༳␒ྕ㸧
ոᶆ❶

䠄ู⣬ᵝᘧ䠓䠅

᪥ᮏ䛛䜙䝻䝅䜰㐃㑥䛻㍺ฟ䛥䜜䜛㣗⏝䛾㨶䚸䛭䛾䛾Ỉ⏘≀ཬ䜃䛣䜜䜙䛾ຍᕤရ䛾䛯䜑䛾ື≀䞉㣗ရ⾨⏕ド᫂᭩
0  -     
    %4 & $4 5 4 +,
       1
Veterinary-Sanitary certificate for fish and seafood (fishery products and products of their processing) intended for
human consumption, exported from Japan into the Russian Federation
䠍䠊䠍䚷㍺ฟ⪅䠄Ⲵ㏦ே䠖᪥ᮏ䛛䜙䛾㍺ฟ⪅䠅䛾ྡ๓ཬ䜃ఫᡤ /
    (   
   )/Name and address of an Exporter (Consignor) 䠖

䠍䠊䠑䚷ド᫂᭩␒ྕ/  No./Certificate number䠖

䠍䠊䠒䚷᪥ᮏ䛾ᶒ㝈䛒䜛ᶵ㛵/   
Competent authority in Japan䠖

䠍䠊䠎䚷㍺ධ⪅䠄Ⲵཷே䠖䝻䝅䜰ഃ䛾㍺ධ⪅䠅䛾ྡ๓ཬ䜃ఫᡤ/
    (   
  )/Name and address of an Importer (Consignee)䠖

ࠉ㎰ᯘỈ⏘┬ཬࡧཌ⏕ປാ┬

  , 
   


,
      /
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Ministry of Health, Labour and Welfare

 /

 

䠍䠊䠓䚷Ⓨ⾜ᶵ㛵/   ,  !  /
Organization in Japan, issuing this certificate䠖
䠍䠊䠏䚷㍺㏦᪉ἲ䠖䝁䞁䝔䝘䛾␒ྕ䚸⯟✵ᶵ䛾౽ྡ䚸⯪⯧䛾ྡ⛠/
"  : No.   ,    ,
 
/Means of transportation : container-number, flight-number,
name of the ship䠖
䠍䠊䠔䚷䝻䝅䜰㐃㑥䛾㏻㛵ሙᡤ/#     $
% & $/Point of entry of the Russian Federation䠖
䠍䠊䠐䚷⤒⏤ᅜ/



 /Country of transit䠖

䠎䠊〇ရ䛾Ⲵጼ䚸グ㍕㡯 /'  $ $/Products information
䠎䠊䠍䚷〇ရྡ/  
 $/Name of products䠖

䠎䠊䠎䚷〇㐀ᖺ᭶᪥/* 

䠖

 + $/Date of production䠖

䠎䠊䠏䚷ໟᙧែ/   /Type of packages䠖

䠎䠊䠐䚷ᩘ㔞/  /Number of packages䠖

䠎䠊䠑䚷䝛䝑䝖䜴䜵䜲䝖(kg)/0  ()/Net weight (kg)䠖

䠎䠊䠒䚷ಖ⟶ཬ䜃㍺㏦᮲௳/  1

     /Conditions of storage and transportation䠖

䠎䠊䠓䚷ᑒ༳␒ྕ/  +/Number of seals䠖

䠎䠊䠔䚷ᶆ❶/2   /Identification marks䠖

䠏䠊〇ရ䛾⏤᮶ /#1  $/Origin of products 䠖
䠏䠊䠍䚷᪥ᮏ䛾ᶒ㝈䛒䜛ᶵ㛵䛻䜘䜚㍺ฟ䛾䛯䜑Ⓩ㘓䜢ཷ䛡䛯ᴗྡ䠄␒ྕ䠅ཬ䜃ఫᡤ/
 ( $  )   ,

      
  /Name (registration number) and address of an establishment,
approved by the Competent Authority in Japan䠖

䠏䠊䠎䚷ཎᩱ䛾ཎ⏘ᆅ/2 1 䚷 

䠏䠊䠏䚷⾜ᨻ༢/3  

- 

  $/Origin of main materials䠖

  $ /Administrative-territorial unit䠖

䠄ู⣬ᵝᘧ䠓䠅
䠐䠊㣗ရ䛾㐺ྜᛶド᫂ /      $
consumption 䠖

5  /Certificate on the fitness of the products for human

䠐䠊䠍䚷䝻䝅䜰㐃㑥䜈㍺ฟ䛥䜜䜛䚸ே䛾㣗ရ䛻ྥ䛡䜙䜜䜛䚸⏕䛝䛯䚸෭ⶶ䛥䜜䛯䚸ཬ䜃෭䛥䜜䛯㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀୪䜃䛻䛣䜜䜙䛾ຍᕤရ䛿䚸
᪥ᮏ䛾ᶒ㝈䛒䜛ᶵ㛵䛻䜘䜚䚸㍺ฟ⏝䛾㣗ရ䜢౪⤥䛩䜛䛣䛸䜢チྍ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䜎䛯ྠᶵ㛵䛻䜘䜛ᐃᮇⓗ䛺┘╩䛾ୗ䛻䛒䜛ᴗ䛷〇㐀䛥䜜䛯
䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䚷䚷6 %4 & $4  , 1 
    + ,        1,

  5  ,   
1, 451  !    1    

5  $
  151  1    .
䚷䚷Live, chilled and frozen fish, other seafoods and products of their processing, destined for human consumption and exported into
the Russian Federation, were produced in the establishments, which is approved by the Competent authority in Japan for supplying their
products for export and operating under its constant supervision.



䠐䠊䠎䚷㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀䛿䚸ື≀⾨⏕ୖ䛾ไ㝈ୗ䛻䛺䛔タ䛻⏤᮶䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䚷䚷%+   1  ,
  +        4   1.
䚷䚷Fish and other seafoods (fishery products) originate from the establishments which are not placed under animal health restrictions.
䠐䠊䠏䚷ၟᴗ⏝䛾ᾏ⏘ཬ䜃ῐỈ⏘䛾㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀䛿䚸᪥ᮏ䛾ᅜ❧䛾ཪ䛿බⓗ䛺ᶵ㛵䛻䜘䜚䚸ᐤ⏕୪䜃䛻⣽⳦ᛶཬ䜃䜴䜲䝹䝇ᛶ䛾
ឤᰁ䛾Ꮡᅾ䛜᪥ᮏ䛷⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛᪉ἲ䛷᳨ᰝ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷#         + ,    + 
    / $  

  
   , +   1   1  $  ,    .
䚷䚷Sea and freshwater fish and other seafoods (fishery products) for commercial use were examined by national or public organizations
in Japan for presence of helminths, bacteriological and viral infections by methods used in Japan.
䠐䠊䠐䚷チᐜ䛷䛝䜛⠊ᅖෆ䛾ᐤ⏕䛜☜ㄆ䛥䜜䜛ሙྜ䛿䚸⌧ᅾ⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛᪉ἲ䛻䜘䜚άᛶ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷#   
 1, 1  , + +  5 45  .
䚷䚷If there are some helminths in acceptable limit, the fish is inactivated by the currently used methods.
䠐䠊䠑䚷㍺ฟ䛥䜜䜛෭䛥䜜䛯㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀䛿䚸➽⫗୰䛾 ᗘ䛜ᦤẶ䝬䜲䝘䝇䠍䠔ᗘ䜢㉸䛘䛺䛔䜘䛖ಖ䛯䜜䚸䝃䝹䝰䝛䝷䛭䛾䛾⣽⳦ᛶ
ཎయ䛾ΰධ䛜䛺䛟䚸ఏᰁᛶ䛻䜘䜛ᆺⓗ䛺ኚ㉁䛜䛺䛟䚸ᐁ⬟ⓗ䛺ရ㉁ຎ䛜䛺䛟䚸ಖ⟶୰䛻ゎ䛥䜜䛯䛣䛸䛜䛺䛟䚸╔Ⰽᩱཬ䜃㤶ᩱ䛾
ῧຍ䛜⾜䜟䜜䛪䚸㟁㞳ᨺᑕ䛻䜘䜛ฎ⌮䛜⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䚹
䚷䚷6   +   4   5   !   18   9,
 +         + 1 +   1  $,  4    , 1   1 

1 + , +   1  1 
,      $  1  ,
 + +    5   1 5 ,   45 + .
䚷䚷Frozen fish and other seafoods (fishery products) exported into the Russian Federation have a temperature of muscle thickness not
exceeding minus 18 degrees Celsius; are not contaminated with salmonella or other bacterial disease agents; have no alternations typical
for infectious diseases; have no poor organoleptic quality; were not defrosted during the storage period; were not treated by coloring and
odouring substances, ionizing.
䠐䠊䠒䚷⋇་Ꮫⓗཬ䜃⾨⏕Ꮫⓗ᳨ᰝ䛻䜘䜚䚸ᾏ⏘ཬ䜃ῐỈ⏘䛾㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀୪䜃䛻䛭䛾ຍᕤရ䛿䚸ே䛾㣗ရ䛸䛧䛶䛾ᾘ㈝䛻㐺䛧䛯䜒䛾䛸
䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹ኳ↛ཪ䛿ேᕤ䛾䜶䝇䝖䝻䝀䞁䛭䛾䛾䝩䝹䝰䞁ᵝ≀㉁䚸⏥≧⭢䝩䝹䝰䞁㜼ᐖ䚸ᢠ⏕≀㉁䚸ẅ䛭䛾䛾⸆䛜ྵ䜎䜜䛶
䛔䛺䛔䛣䛸䚹
䚷䚷#      -             + ,    
   1 
    +  5 4.
<            ,    5 ,     
+, $,        .
䚷䚷As a result of veterinary-sanitary inspection, sea-fish, fresh-water fish, other seafoods (fishery products) and ready products are
considered fit for human consumption and they do not contain natural or synthetic estrogenic, hormonal substances, thyreostatics,
antibiotics, pesticides and other drugs.
䠐䠊䠓䚷㨶䛭䛾䛾Ỉ⏘≀ཬ䜃䛭䛾ຍᕤရ䛾ᚤ⏕≀Ꮫ䚸Ꮫ䞉ẘ≀Ꮫཬ䜃ᨺᑕ⥺Ꮫୖ䛾≉ᛶ䛿䚸⌧⾜䛾䝻䝅䜰㐃㑥䛾⋇་Ꮫୖཬ䜃⾨⏕Ꮫ
ୖ䛾つ๎䛸᮲௳䛻㐺ྜ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷2+, 1    
 +,    1
   1   4  45 % & $             +
.
䚷䚷Microbiological chemical, toxicological and radiological characteristics of fish, other seafoods (fishery products) and finished
products correspond to actual veterinary and sanitary rules and requirements of the Russian Federation.
䠐䠊䠔䚷〇ရ䛿䚸ໟ䛻ᶆ❶䛜䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹ᶆ❶䛾䛥䜜䛯䝷䝧䝹䛿䚸ᙜヱ䝷䝧䝹䜢ẋᦆ䛩䜛䛣䛸䛺䛟ໟ䜢㛤ᑒ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛
䜘䛖䛻ᐜჾ䛻㈞䛥䜜䜛䛣䛸䚹
䚷䚷#$    
  . 2 
 

     + , + 
   +     +
!  $      .
䚷䚷Products must have official identification mark on package. Stamped label must be placed on package in a way to ensure that
opening of package is impossible without breaking the label.
䠐䠊䠕䚷ᐜჾཬ䜃Ვໟ㈨ᮦ䛿䚸⾨⏕ⓗ䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᮦ㉁䛿䚸᪥ᮏ䛾ἲ௧䛻ྜ⮴䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷"            4   +
,  1      
     .
䚷䚷Containers and packaging materials are hygienically handled and correspond to relevant Japanese laws and regulations.
䠐䠊䠍䠌䚷㍺㏦ᡭẁ䛿䚸᪥ᮏ䛾ἲ௧䛻ᇶ䛵䛝ฎ⌮ཬ䜃‽ഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚹
䚷䚷"    + +               .
䚷䚷Means of transportation are treated and prepared in accordance with Japanese laws and regulations.
᪥䠋*  䠋Date
⨫ྡ⪅ཬ䜃⨫ྡ⪅䛾ᙺ⫋䠋&.'.<.   䠋Name of signatory and his/her title

⨫ྡ//Signature

༳㚷䠋# 䠋Official stamp

㸦ド᫂᭩㛵ࡍࡿὀព㡯㸧
㸦㸯㸧⏝⣬ࡣู㏵ᣦᐃࡍࡿࡶࡢࢆ⏝ࡍࡿࡇ
㸦㸰㸧ド᫂᭩ࡢグ㍕ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊグ㍕ࡍࡿ⏝ㄒࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏⓗⱥㄒ
グ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸱㸧ࠕ⤒⏤ᅜࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞࠸ሙྜࡣࠕN/Aࠖグධࡢࡇ
㸦㸲㸧
ࠕ〇ရྡࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᮍຍᕤရࠖཬࡧࠕ⡆᫆࡞ຍᕤရࠖ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ
ᙜヱ㣗ရࡢⱥྡࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡋࠊࡑࢀ௨እࡢຍᕤရ࠶ࡗ࡚ࡣࠊၟရ
ྡࡸᙜヱ㣗ရࡢෆᐜࡀࢃࡿ୍⯡ⓗ࡞ྡ⛠ࢆグ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸳㸧ࠕཎᩱࡢཎ⏘ᆅࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺グ㍕ࡍࡿࡇ
ձࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢཎᩱࡀࠊ᪥ᮏ㡿ᾏ࡛⁺⋓ཪࡣ㣴Ṫࡉࢀࡓሙ
ྜཬࡧ᪥ᮏ⯪⡠⯪ࡀ᪥ᮏࡢⓗ⤒῭Ỉᇦࠊእᅜࡢ⤒῭Ỉᇦཪࡣබᾏ࡛
⁺⋓ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊࠕ᪥ᮏ⏘ࠖグධ
ղࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡢཎᩱࡀࠊ㍺ධရ࡛࠶ࡿሙྜࠊᙜヱ㍺ධඖᅜ
࣭ᆅᇦྡࢆࠕࠖ⏘ۑۑグධࠋేࡏ࡚ ࠊࠕཎᩱࡢཎ⏘ᅜ࠾࠸࡚ࣟࢩ
ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓ౪⤥タࡢ␒ྕࠖࢆྍ⬟࡞㝈ࡾグ㍕ࡍࡿࡇ
㸦㸴 㸧ࠕ⾜ᨻ༢ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࣟࢩྥࡅ㍺ฟỈ⏘㣗ရࡀࠕᮍຍᕤရࠖࡢ
ሙྜࡣࡑࡢ⏤᮶ᆅࡋ࡚⁺⯪ࡢỈᥭࡆ

ࡢᡤᅾ㒔㐨ᗓ┴ྡࢆࠊ
ࠕຍᕤရࠖ

ࡢሙྜࡣᙜヱ〇ရࡢຍᕤࢆ⾜ࡗࡓⓏ㘓タࡢᡤᅾ㒔㐨ᗓ┴ྡࢆグ㍕ࡍࡿ
ࡇ
㸦㸵㸧ࠕ〇㐀ᖺ᭶᪥ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ᭶᪥ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡀ┦ᙜᩘᏑᅾࡍࡿሙྜ
ࡣࠊド᫂᭩ࡢグ㍕ࡣࠕۑ᭶ۑ᪥ࡽۑ᭶ۑ᪥ࡲ࡛࡛ࠖࡶᕪࡋᨭ࠼࡞࠸

㸦ู⣬ᵝᘧ㸶㸧
ᖺ
ཌ⏕ປാ┬་⸆㣗ရᒁ㣗ရᏳ㒊㛗

Ẋ

㎰ᯘỈ⏘┬ᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗

Ẋ

Ỉ

Ẋ

⏘

ᗇ

㛗

ᐁ

᭶

᪥

㸦㨶᳨ᰝᶵ㛵ࡢㄆᐃ⏦ㄳࡢሙྜࡣᾘ㈝࣭Ᏻᒁ㛗ࡢࡳ㸧
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（別紙様式１２）

年
証明書発行機関長

月

日

殿

申請者
住所
氏名
（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名）

ロシア向け輸出水産食品の官能検査等実施報告書

ロシア向け輸出水産食品の輸出に当たり、下記のとおり官能検査を実施し、
品質に問題がないことを確認しましたので報告いたします。
記
１．輸出水産物の品名
２．登録施設名及び登録番号
３．輸出年月日
４．品質確認者氏名

５．官能検査確認内容
項目

外観

判定基準

品質確認者署名
※

鱗とひれにほとんど損傷がなく、鱗が抜け落ち
ない状態である。
皮膚表面に寄生虫が付いていない（冷凍、加熱
食品及び高度加工品は除く）

におい

魚類特有のにおいであり、鮮度低下に伴うアン
モニア臭等の異臭がない。

組織

筋肉が引き締まって弾力があり、内臓もはっき
りと識別でき、鮮度が良好である。

その他 衛生的かつ適切な温度下で官能検査を実施した。
その他 申請内容と荷口が適合していることを確認した。
※上記に該当しない方には、品質確認者署名欄に（－）を記載すること。
６．標章の貼付確認内容
項目

品質確認者署名

梱包等が開封出来ないように標章が記載されたシールが
梱包等に添付されている。
申請内容と標章の記載内容が適合している。
登録施設の登録番号、名称及び住所が記載されている。
※
製造（加工）日が記載されている。 ※
保管温度が記載されている。 ※
保存期間（消費期限又は賞味期限）が記載されている。
※
重量（ネットウェイト）が記載されている。 ※
※上記については英語が含まれていることについても確認すること。

