
 

 

薬生食輸発0512第３号 

令 和 ３ 年 ５ 月 12日 

 

 各検疫所長 殿 

 

医薬・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「令和３年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について 

（オランダ産ピーマン（パプリカと称されるジャンボピーマンを含む。）のテフルベ

ンズロン、台湾産バナナのイミダクロプリド並びにベトナム産ドリアンのプロシミド

ン及びバナナのペルメトリン） 

 

標記については、令和３年３月30日付け薬生食輸発0330第２号（最終改正：令和３年

４月30日付け薬生食輸発0430第２号）（以下「モニタリング通知」という。）に基づき

実施しているところである。 

今般、台湾産バナナ及びベトナム産ドリアンのモニタリング検査において、食品衛生

法第13条に基づき定められた残留農薬等の基準に違反した事例があったことから、台湾

産バナナのイミダクロプリド及びベトナム産ドリアンのプロシミドンに係るモニタリ

ング検査の頻度を30％に引き上げるとともに、当該違反を生じた製造者、製造所、輸出

者又は包装者の当該食品に対する輸入の都度の自主検査を実施することとし、モニタリ

ング通知の別表第２（製造者、製造所、輸出者及び包装者の欄を除く。）及び別表第３

に下記を追加する。 

また、ベトナム産バナナのペルメトリンについて検査命令の対象としたことから、モ

ニタリング通知の別表第２及び別表第３から削除し、これまでの検査実績を踏まえ、オ

ランダ産ピーマン（パプリカと称されるジャンボピーマンを含む。）のテフルベンズロ

ンについて、モニタリング通知の別表第３から削除することとしたので、御了知の上、

関係業者等への周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

 

検査強化

日 

対象国・

地域 

対象品目 検査項目 製造者、製造所、 

輸出者及び包装者 

令和３年

５月12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（イミダ

クロプリド） 

TAIWAN CHIEN SHIH CHUAN 

INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 

ベトナム ドリアン及びその

加工品（簡易な加工

に限る。） 

残留農薬（プロシ

ミドン） 

TRI VIET FOOD AND AGRICULTURAL 

PRODUCTS CO.,LTD. 



別表第２

対象国・地域 対象品目 検査項目 検査強化日

チアシード及びその加工品（チアシードを30％以上含有
するものに限る。）

アフラトキシン 令和2年10月30日

いんげん豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（メトスルフロンメチル） 令和2年12月16日

インド 脱脂大豆 アフラトキシン 令和3年3月9日

とうもろこし（粉を含む。甘味種を除く。） アフラトキシン 令和3年3月23日

りんごジュース（原料果汁がりんごに由来するものに限
る。）及び原料用りんご果汁

パツリン 令和3年4月5日

オランダ
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（テフルベンズロン） 令和2年10月28日

残留農薬(チアクロプリド) 令和2年6月22日

残留農薬(テフルベンズロン) 令和2年7月14日

残留農薬（テトラコナゾール） 令和2年8月18日

残留農薬（クロルフェナピル） 令和2年11月10日

残留農薬（プロシミドン） 令和2年11月10日

残留農薬（テブフェンピラド） 令和2年12月24日

残留農薬（プロピコナゾール） 令和3年2月3日

残留農薬（ヘキサコナゾール） 令和3年2月3日

残留農薬（トリシクラゾール） 令和3年3月23日

残留農薬（テトラコナゾール） 令和3年3月23日

残留農薬（ヘキサコナゾール） 令和3年4月16日

グアテマラ バナナ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ピリプロキシフェン） 令和2年11月2日

残留農薬（テブコナゾール） 令和2年11月20日

残留農薬（デルタメトリン及びトラロメトリン) 令和3年4月5日

残留農薬（シペルメトリン） 令和3年3月9日

残留農薬（プロフェノホス） 令和3年3月9日

きのこ（HED-KRA-DANGと称されるもの）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） 令和3年3月5日

残留農薬（ジニコナゾール） 令和3年4月30日

残留農薬（フルシラゾール） 令和3年4月30日

残留農薬（ヘキサコナゾール） 令和3年4月30日

韓国

赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。）

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。）

オーストラリア

（最終改正：令和3年5月12日）

エゴマ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

アルゼンチン

にら及びその加工品（簡易な加工に限る。）

オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

スペイン うるち米（粉を含む。）

青とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。）



別表第２

対象国・地域 対象品目 検査項目 検査強化日

（最終改正：令和3年5月12日）

養殖鰻及びその加工品（簡易な加工に限る。） レバミゾール 令和3年2月26日

残留農薬（ピラクロストロビン） 令和3年3月9日

残留農薬（デルタメトリン及びトラロメトリン) 令和3年4月22日

残留農薬（イミダクロプリド） 令和3年5月12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） 令和3年3月23日

小豆及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（アセトクロール）（注１） 令和2年7月27日

しょうが及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（チアメトキサム） 令和3年1月27日

残留農薬（クロルフェナピル） 令和3年2月26日

残留農薬（プロシミドン） 令和3年4月5日

えだまめ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ジフェノコナゾール） 令和3年2月26日

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（ピラクロストロビン） 令和3年4月22日

パレスチナ（ヨル
ダン川西岸及び
ガザ）

アーモンド加工品（アーモンドを30％以上含有するものに
限る。）

アフラトキシン 令和2年12月22日

残留農薬（ジフェノコナゾール） 令和2年7月29日

残留農薬（イソプロチオラン） 令和2年8月28日

残留農薬（トリシクラゾール） 令和3年2月3日

残留農薬（ルフェヌロン） 令和3年2月3日

イカ及びその加工品（簡易な加工に限る。） クロラムフェニコール 令和2年9月4日

残留農薬（ピリダベン） 令和2年9月29日

残留農薬（ペルメトリン） 令和2年12月1日

残留農薬（インドキサカルブ） 令和3年2月3日

残留農薬（プロフェノホス） 令和3年2月3日

きび（学名：Panicum miliaceum ）及びその加工品（簡易な
加工に限る。）

残留農薬（臭素） 令和3年2月26日

ドリアン及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロシミドン） 令和3年5月12日

ペルー バナナ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（フィプロニル） 令和3年1月27日

マラウイ マカダミアナッツ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ペルメトリン） 令和2年7月14日

ミャンマー
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 令和2年5月19日

台湾

バナナ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

にら及びその加工品（簡易な加工に限る。）

シソクサ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

PUK WHAN（アマメシバ）及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

中国

ベトナム



別表第２

対象国・地域 対象品目 検査項目 検査強化日

（最終改正：令和3年5月12日）

マンゴー及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（シペルメトリン） 令和2年9月4日

いちご及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（フェナザキン） 令和2年12月3日

青とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロピコナゾール） 令和2年12月25日

芽キャベツ及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ピリダリル） 令和3年3月5日

アボカド及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ビフェントリン） 令和3年4月9日

ロシア さけ・ます及びその加工品（簡易な加工に限る。） マラカイトグリーン 令和2年12月25日

（注１）アセトクロール本体のみを対象とする。

メキシコ



別表第３

対象国・地域 対象品目 検査項目
製造者、製造所、
輸出者及び包装者

検査強化日

アルゼンチン
いんげん豆及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

残留農薬（メトスルフロンメチ
ル）

CALLERIS SNC DI CALLERIS
GIOVANNI AND C.（イタリア）

令和2年12月16日

イタリア 食品（小麦を含むものに限る。） 残留農薬（ピリミホスメチル）
GR.A.M.M. GRUPPO
ALIMENTARE MEDITERRANEO
MILO SRL

令和2年10月1日

オーストラリア
りんごジュース（原料果汁がりんごに由
来するものに限る。）及び原料用りんご
果汁

パツリン
MADE MANUFACTURING PTY
LTD

令和3年4月5日

SUNIL FOOD CO., LTD 令和2年6月22日

MANINSAN NONGHYUP
AGRICULTURAL PRODUCTS
PROCESSING CENTER

令和2年6月22日

残留農薬(テフルベンズロン) DH SEAFOOD CO.,LTD. 令和2年7月14日

残留農薬（テトラコナゾール） DH TRADING 令和2年8月18日

残留農薬（クロルフェナピル） JINYANG 令和2年11月10日

残留農薬（プロシミドン） JINYANG 令和2年11月10日

残留農薬（テブフェンピラド） NH TRADING CO.,LTD. 令和2年12月24日

残留農薬（プロピコナゾール） DAIICHIBUSSAN. 令和3年2月3日

残留農薬（ヘキサコナゾール）NH TRADING CO.,LTD. 令和3年2月3日

残留農薬（トリシクラゾール） YONA TRADING COMPANY 令和3年3月23日

残留農薬（テトラコナゾール） YONA TRADING COMPANY 令和3年3月23日

残留農薬（ヘキサコナゾール）18CTEAKOREA 令和3年4月16日

JOSE MARIA GOMEZ MIRA S.A. 令和3年4月5日

ARROCERIAS ANTONIO
TOMAS,S.L.

令和3年4月5日

おくら及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（プロフェノホス） MIRACLE GRAND CO.,LTD. 令和3年1月20日

残留農薬（シペルメトリン） TROPICAL GREEN CO.,LTD. 令和3年3月9日

残留農薬（プロフェノホス） TROPICAL GREEN CO.,LTD. 令和3年3月9日

残留農薬（ジニコナゾール）
KIMHENG VEGGY IMPORT &
EXPORT CO.,LTD.

令和3年4月30日

残留農薬（フルシラゾール）
KIMHENG VEGGY IMPORT &
EXPORT CO.,LTD.

令和3年4月30日

残留農薬（ヘキサコナゾー
ル）

KIMHENG VEGGY IMPORT &
EXPORT CO.,LTD.

令和3年4月30日

養殖鰻及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

レバミゾール MONEY EELS CO.,LTD. 令和3年2月26日

残留農薬（ピラクロストロビン） HUNG YUN FOOD CO.,LTD. 令和3年3月9日

MITAGRI CO., LTD. 令和3年4月22日

YILUNG AGRICULTURAL
CO.,LTD.

令和3年4月22日

残留農薬（イミダクロプリド）
TAIWAN CHIEN SHIH CHUAN
INTERNATIONAL ENTERPRISE
CORP.

令和3年5月12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）
SOMANI AGRO EXPORTS
LIMITED

令和3年3月23日

残留農薬（デルタメトリン及び
トラロメトリン）

スペイン うるち米（粉を含む。）
残留農薬（デルタメトリン及び
トラロメトリン）

台湾
バナナ及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

（最終改正：令和3年5月12日）

残留農薬(チアクロプリド)

にら及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

エゴマ及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

青とうがらし及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

韓国

赤とうがらし及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

オオバコエンドロ及びその加工品（簡
易な加工に限る。）

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。）



別表第３

対象国・地域 対象品目 検査項目
製造者、製造所、
輸出者及び包装者

検査強化日

（最終改正：令和3年5月12日）

小豆及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（アセトクロール）
（注１）

SHIJIAZHUANG DARLING
TRADING CO.,LTD.

令和2年7月27日

まつたけ及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

残留農薬（アセトクロール）
（注１）

YUNNAN STATE FARMS
PLATEAU CHARACTERISTIC
AGRICULTURE CO.,LTD.

令和2年8月28日

おくら及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（ハロキシホップ）
YANTAI YONGQING
FOODSTUFF CO.,LTD.
（3700/08394）

令和2年9月11日

残留農薬（ジフルベンズロン）
SHANDONG QINGGUO FOODS
CO.,LTD.

令和2年10月19日

残留農薬（ピラクロストロビン）
YANTAI YONGSHENG FOOD
CO.,LTD.

令和3年4月22日

残留農薬（クロルフェナピル）
WEIFANG XINSHENG FOOD
CO.,LTD.

令和3年2月26日

残留農薬（プロシミドン）
LAIYANG YONGHE
FOODSTUFF CO.,LTD.

令和3年4月5日

ハンガリー
はちみつ及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

クマホス LOURDES HONEY KFT 令和2年4月14日

MDK TRADING JOINT STOCK
COMPANY

令和2年6月11日

BD HAPIMEX 令和2年6月11日

残留農薬（ジフェノコナゾー
ル）

PHAN THI HUYNH NHU 令和2年7月29日

残留農薬（イソプロチオラン）
HUYNH VY TV COMPANY
LIMITED

令和2年8月28日

残留農薬（トリシクラゾール） TRAN VAN BUONG 令和3年2月3日

残留農薬（ルフェヌロン） TRAN VAN BUONG 令和3年2月3日

残留農薬（ピリダベン）
VJ TRADING SERVICES. CO.,
LTD

令和2年9月29日

残留農薬（ペルメトリン） VO MINH TAN 令和2年12月1日

残留農薬（インドキサカルブ） TRAN VAN BUONG 令和3年2月3日

残留農薬（プロフェノホス） TRAN VAN BUONG 令和3年2月3日

きび（学名：Panicum miliaceum ）及びそ
の加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（臭素）
THANH PHONG COMMERCIAL
CO.,LTD.

令和3年2月26日

ドリアン及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

残留農薬（プロシミドン）
TRI VIET FOOD AND
AGRICULTURAL PRODUCTS
CO.,LTD.

令和3年5月12日

ペルー
バナナ及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（フィプロニル） ORGANIA S.A.C. 令和3年1月27日

マラウイ
マカダミアナッツ及びその加工品（簡易
な加工に限る。）

残留農薬（ペルメトリン）
THYOLO NUT COMPANY
LIMITED

令和2年7月14日

マンゴー及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

残留農薬（シペルメトリン） GUIALED S.P.R DE R.L. 令和2年9月4日

DRISCOLLS OPERACIONES S.A
DE C.V.

令和2年12月3日

CELSUS EXPORT LLC（米国） 令和2年12月3日

青とうがらし及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

残留農薬（プロピコナゾール）
EL RUISENOR DE
MEXICO,S.A.DE C.V.

令和2年12月25日

ALTAR PRODUCE, LLC（米国） 令和3年3月5日

AGROPRODUCTOS LAS
CUMBRES,S.DE R.L.DE C.V.

令和3年3月5日

ロシア
さけ・ます及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

マラカイトグリーン NEPTUNE CO.,LTD. 令和2年12月25日

中国

にら及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

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（フィプロニル）

（注１）アセトクロール本体のみを対象とする。

いちご及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

残留農薬（フェナザキン）

メキシコ

シソクサ及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

PUK WHAN（アマメシバ）及びその加
工品（簡易な加工に限る。）

バナナ及びその加工品（簡易な加工に
限る。）

芽キャベツ及びその加工品（簡易な加
工に限る。）

残留農薬（ピリダリル）

ベトナム


