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別表第２ 最終改正：平成25年３月27日

検査強化日 対象国・地域 対象品目 検査項目

平成24年1月31日 タイ
未成熟えんどう（さや用種及びスナップエンドウと称
されるものに限る。）及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（ジニコナゾール、プロピコナ
ゾール）

平成24年4月1日 インド

ターメリック及びその加工品
（ターメリックを主要原料とするものに限る。ミックスス
パイスにあっては含有量が10％以上のものに限
る。）

アフラトキシン

平成24年4月1日 ベトナム ほうれんそう及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（インドキサカルブ）

平成24年4月2日 タイ
未成熟えんどう(さや用種及びスナップエンドウと称
されるものに限る。)及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（シペルメトリン）

平成24年4月6日 タイ タガヤサン及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ブプロフェジン）

平成24年4月26日 タイ
PUK WHAN（アマメシバ）及びその加工品（簡易な
加工に限る。）

残留農薬（EPN）

平成24年5月2日 ドイツ 西洋わさび及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成24年5月16日 中国
レイシ（ライチ）及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（パクロブトラゾール）

平成24年5月17日 インド マンゴー及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成24年5月18日 中国 ウシガエル及びその加工品（簡易な加工に限る。） エンロフロキサシン

平成24年5月18日 フランス チコリ及びその加工品（簡易な加工に限る。）
残留農薬（メタラキシル及びメフェノキ
サム）

平成24年5月25日 中国 わさび及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ピリメタニル）

平成24年6月4日 中国
山椒の果実及びその加工品（山椒の果実を30％以
上含有するものに限る。）

アフラトキシン

平成24年6月5日 タイ
未成熟えんどう(さや用種及びスナップエンドウと称
されるものに限る。)及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（テトラコナゾール）

平成24年6月5日 タイ
ハイゴショウ（英名：WILD BETAL、学名：Piper
sarmentosum ）及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（ハロキシホップ）

平成24年6月7日 グアテマラ ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（イミダクロプリド）

平成24年6月15日 タイ
PUK WHAN（アマメシバ）及びその加工品（簡易な
加工に限る。）

残留農薬（アメトリン）

平成24年6月20日 台湾 にらの花及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロフェノホス）

平成24年6月21日 タイ
ミズオジギソウ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（トリアゾホス）

平成24年6月21日 タイ
オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（ブプロフェジン）

平成24年6月21日 ベトナム
未成熟えんどう(さや用種及びスナップエンドウと称
されるものに限る。)及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（アセフェート）
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平成24年6月21日 台湾 ウシガエル及びその加工品（簡易な加工に限る。） フルメキン、クロラムフェニコール

平成24年6月27日 イタリア ラディッシュ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ボスカリド）

平成24年6月28日 スペイン
ESTEBAN ESPUNA S.A.(施設番号：10.01699/GE）
が製造した非加熱食肉製品(加熱せずに食すもの
に限る。）

リステリア菌

平成24年7月9日 ウガンダ ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ベンダイオカルブ）

平成24年7月10日 タイ 赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（シペルメトリン）

平成24年7月10日 タイ
オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（シペルメトリン）

平成24年7月26日 インドネシア
未成熟えんどう（さや用種及びスナップエンドウと称
されるものに限る。）及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成24年7月27日 スペイン 野いちご及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ブピリメート）

平成24年7月27日 韓国 鰻及びその加工品（簡易な加工に限る。） エンロフロキサシン

平成24年8月3日 ベトナム
テラピア（イズミダイ）及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

エンロフロキサシン

平成24年8月6日 メキシコ 生鮮コーヒー豆 残留農薬（2,4-D）

平成24年8月8日 オーストラリア 花粉及びその加工品（簡易な加工に限る。） テトラサイクリン系抗生物質

平成24年8月9日 オーストラリア
GBP Pty Ltd(EST. 224)において平成24年7月5日
以後に処理された牛肉（内臓を含む。）

腸管出血性大腸菌

平成24年8月17日 中国 スッポン及びその加工品（簡易な加工に限る。） エンロフロキサシン

平成24年8月17日 トルコ
ヘーゼルナッツ及びその加工品（ヘーゼルナッツを
30％以上含有するものに限る。）

アフラトキシン

平成24年9月21日 イタリア 葉タマネギ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成24年9月21日 エクアドル カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（シペルメトリン）

平成24年9月21日 タイ
ナンキョウ（学名：Alpinia galanga ）及びその加工品
（簡易な加工に限る。）

残留農薬（クロルピリホス）

平成24年9月21日 ナイジェリア
ごまの種子及びその加工品（ごまの種子を30％以
上含有するものに限る。）

アフラトキシン

平成24年9月24日 カメルーン カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。）
残留農薬（クロルピリホス、シペルメトリ
ン）

平成24年10月5日 オーストラリア そば（粉を含む。） 残留農薬（ハロキシホップ）
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平成24年10月10日 ラオス
オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（クロルピリホス）

平成24年10月18日 中国 豚肉及びその加工品 クレンブテロール

平成24年10月30日 ラオス
オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（シペルメトリン）

平成24年11月2日 オーストラリア オレンジ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（エポキシコナゾール）

平成24年11月2日 韓国 いちご及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（メトコナゾール）

平成24年11月2日 タイ ケール及びその加工品（簡易な加工に限る。）
残留農薬（メタラキシル及びメフェノキ
サム）

平成24年11月5日 インドネシア ほうれんそう及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成24年11月7日 ナイジェリア ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成24年11月22日 中国 どじょう及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（エンドスルファン）

平成24年11月22日 中国
にんにくの茎及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（ピリメタニル）

平成24年11月22日 タイ
ハイゴショウ（英名：WILD BETAL、学名：Piper
sarmentosum ）及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（エポキシコナゾール）

平成24年11月29日 メキシコ いちじく及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（モノクロトホス）

平成24年12月5日 オマーン
ピーマン（パプリカと称されるジャンボピーマンを含
む。）及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成24年12月10日 中国 スッポン及びその加工品（簡易な加工に限る。） オキシテトラサイクリン

平成24年12月13日 中国 ぜんまい及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（アセトクロール）

平成24年12月14日 中国 緑豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ホキシム）

平成24年12月19日 メキシコ
未成熟いんげん及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（フィプロニル）

平成24年12月21日 メキシコ
パッションフルーツ及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（シペルメトリン）

平成24年12月26日 パラグアイ ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（カルバリル）

平成24年12月27日 インド 発酵茶及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロパルギット）

平成24年12月27日 インド 発酵茶及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（モノクロトホス）
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平成25年1月24日 ドイツ パセリ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成25年1月24日 ラオス メボウキ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成25年1月25日 タイ
PUK WHAN（アマメシバ）及びその加工品（簡易な
加工に限る。）

残留農薬（クロルピリホス）

平成25年1月29日 中国 冬瓜及びその加工品（簡易な加工に限る。）
残留農薬（メタラキシル及びメフェノキ
サム）

平成25年2月8日 ブラジル そば（粉を含む。） 残留農薬（ジウロン）

平成25年2月14日 台湾 養殖鰻及びその加工品 残留農薬（フェニトロチオン）

平成25年2月14日 オーストリア 西洋わさび及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成25年2月20日 タイ 赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。）
残留農薬（シプロコナゾール、トリアゾ
ホス）

平成25年2月22日 ラオス カミメボウキ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロフェノホス）

平成25年2月27日 台湾 赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成25年3月8日 タイ
ハイゴショウ（英名：WILD BETAL、学名：Piper
sarmentosum ）及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（インドキサカルブ）

平成25年3月13日 中国 パセリ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ヘキサクロロベンゼン）

平成25年3月14日 マダガスカル
養殖えび及びその加工品（簡易な加工に限り、油
ちょうされたものを除く。）

エトキシキン

平成25年3月22日 マレーシア
養殖えび及びその加工品（簡易な加工に限り、油
ちょうされたものを除く。）

エトキシキン
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