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別表第２ 最終改正：平成23年6月1日

検査強化日 対象国・地域 対象品目 検査項目

平成22年6月4日 フランス キクイモ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬(クロルプロファム)

平成22年6月11日 オーストラリア そば（粉を含む。） 残留農薬(クロルピリホス)

平成22年6月24日
ニュージーラン
ド

西洋ねぎ（リーキ）及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬(アラクロール)

平成22年6月30日 中国 がざみ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（トリフルラリン）

平成22年7月14日 タイ
ねぎ（わけぎを含む。）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22年7月20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（ジメトモルフ）

平成22年7月20日 中国 コーヒー豆 残留農薬（γ-BHC）

平成22年7月27日 オーストラリア セルリアック及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）

平成22年7月30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（エチオン、プロピコナゾー
ル）

平成22年8月9日 韓国
アガリクス（カワリハラタケ）及びその加工品（簡易な
加工に限る。）

残留農薬（テルブホス）

平成22年8月12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）

平成22年8月27日 タンザニア ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（イミダクロプリド）

平成22年8月27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（テブコナゾール）

平成22年9月6日 中国 タウナギ及びその加工品（簡易な加工に限る。） エンロフロキサシン

平成22年9月13日 ボリビア ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（フェニトロチオン）

平成22年10月14日 オランダ
シャロット（学名：Allium ascalonicum L. ）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22年10月18日 タンザニア ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（フェニトロチオン）

平成22年10月28日 タイ 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22年11月10日 インド キマメ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成22年11月11日
ニュージーラン
ド

パースニップ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（テブコナゾール）

平成22年11月12日 台湾 スッポン及びその加工品（簡易な加工に限る。） クロルテトラサイクリン

平成22年11月18日 オランダ リーキ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）
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別表第２ 最終改正：平成23年6月1日

検査強化日 対象国・地域 対象品目 検査項目

平成22年11月22日 ガーナ カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（アトラジン）

平成22年11月26日 タンザニア 小豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（２，４－Ｄ、ピリミホスメチル）

平成22年11月26日 オーストラリア マンゴー及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（フルジオキソニル）

平成22年12月1日 韓国
ピーマン（カラーピーマンを含む。）及びその加工
品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ピリメタニル）

平成22年12月3日 中国 白きくらげ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ホキシム）

平成22年12月3日 インド
ディルの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（プロフェノホス）

平成22年12月7日 ベトナム あじ及びその加工品 クロラムフェニコール

平成22年12月7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22年12月9日 ロシア はちみつ及びその加工品 クロラムフェニコール

平成22年12月15日 イタリア にんじん及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ピリメタニル）

平成22年12月16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22年12月21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（トルフェンピラド）

平成22年12月24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23年2月15日 韓国 ひらめ及びその加工品（簡易な加工に限る。） ベンジルペニシリン

平成23年3月4日 台湾 にら及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジノテフラン）

平成23年3月7日 ベトナム えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） エンロフロキサシン

平成23年3月11日 ガーナ カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルプロファム）

平成23年3月23日 タイ とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロチオホス）

平成23年4月1日 イタリア
アーモンド加工品(アーモンドを主要原料とするもの
に限る。）

アフラトキシン

平成23年4月1日 インドネシア 養殖えび及びその加工品（簡易な加工に限る。）
オキシテトラサイクリン、テトラサイクリ
ン、フラゾリドン、ニトロフラントイン

平成23年4月1日 エチオピア 生鮮コーヒー豆
残留農薬（DDT、クロルデン、ヘプタク
ロル）

平成23年4月1日 オランダ セルリアック及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール）
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検査強化日 対象国・地域 対象品目 検査項目

平成23年4月1日 ガーナ カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ピリミホスメチル）

平成23年4月1日 中国 鶏肉及びその加工品 フラルタドン

平成23年4月1日 中国 ローヤルゼリー（乾燥したものを含む。） クロラムフェニコール

平成23年4月1日 中国
乳及び乳製品並びにこれらを原材料とする加工食
品

メラミン

平成23年4月1日 中国 鰻加工品（冷凍食品白焼き及び蒲焼きに限る。） 成分規格（生菌数、大腸菌群）

平成23年4月1日 中国 えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン

平成23年4月1日 中国 しょうが及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（BHC）

平成23年4月1日 中国 にんじん及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（メタミドホス）

平成23年4月1日 中国 ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（2,4-D）

平成23年4月1日 米国 パセリ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス）

平成23年4月1日 ベトナム えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） フラルタドン

平成23年4月1日 ベネズエラ カカオ豆 アフラトキシン

平成23年4月1日 ボリビア
ごまの種子及びその加工品（ごまの種子を主要原
料とするものに限る。）

アフラトキシン

平成23年4月1日 チリ
養殖さけ・ます及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

オキシテトラサイクリン

平成23年4月22日 ガーナ 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）

平成23年4月22日 中国
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（フェンプロパトリン）

平成23年4月22日 中国
チュウゴクモクズガニ及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

フラゾリドン

平成23年4月27日 台湾 バナナ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（アセタミプリド）

平成23年4月27日 タイ えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） スルファジメトキシン

平成23年4月28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（クロルピリホス）

平成23年4月28日 ベルギー チコリ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（チアベンダゾール）

平成23年5月10日 中国 ごぼう及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホス、ホキシム）
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検査強化日 対象国・地域 対象品目 検査項目

平成23年5月10日 タイ えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） スルファジアジン

平成23年5月19日 ウクライナ 鶏卵及びその加工品（簡易な加工に限る。） フラゾリドン

平成23年5月25日 タイ えび及びその加工品（簡易な加工に限る。） オキシテトラサイクリン

平成23年5月26日 中国 あさり加工品（簡易な加工に限る。） クロラムフェニコール

平成23年5月26日 中国
柿の葉（直接飲食に供するものに限る。）及びその
加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（カルベンダジム，チオファ
ネート，チオファネートメチル及びベノ
ミル）
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