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輸入業者による格付の表示

１．指定農林物資と有機 JAS マーク

有機農産物と有機農産物加工食品については、有機 JAS マークがなければ有

機の表示はできない。このことは、国内で生産されたものでも、外国で生産さ

れ、輸入されるものでも同じである。

２．日本有機食品が輸入され、流通するふたつのルート

①外国生産行程管理者による格付が行われ、JAS マークが表示されたもの

外国で生産・格付され JAS マークつきでくるので、そのまま流通できる。

②認定輸入業者による JAS マークが表示されたもの

日本が同等性を認めた国の認証制度で認証され、政府証明がついて輸入され

たものに認定輸入業者が JAS マークをつけて国内に流通させる。

３．認定輸入業者による格付の表示（有機 JAS マークの表示）

JAS 法第 15 条の２

指定農林物資の輸入業者は、農林水産省令（告示 1834 号）で定めるところに

より、事業所及び指定農林物資（法第 19条の１５第１項）の種類ごとに、登録

認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項（施行規則３５条）が記

載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物

資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り

状に格付の表示を付することができる。

４．農林水産省令で定める事項（施行規則３５条）が記載されている証明書

① JAS 制度と同等性を有する国の政府もしくはそれに準ずる機関（施行規則３

８条・官報に公示）が発行したものであること

＜同等性を有する国＞ （JAS 施行規則３７条）

EU（28 カ国）、アメリカ合衆国、アルゼﾝチン、オーストラリア、ニュージー

ランド、スイス及びカナダ

＜発行できる機関（大臣が政府機関に準ずる機関として指定）＞

EU関係

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-41.pdf
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② 記載されているべき事項は、（施行規則３５条）

  一 発行者の名称及び住所

  二 証明書の年月日

  三 指定農林物資の種類及び量

  四 認定に相当する行為を行った外国の機関の名称   

    （認証機関名）

  五 格付が行われたものである旨

＊証明書の例

別紙 USDA ： EXPORT CERTEFICATE

４．認定輸入業者のできること

同等性国から輸入された有機食品の包装と有機 JAS マークの表示。小分けし

たり、ブレンド、精米、加工等を行うことはできない。（Q&A 問 4-2）

５．認定輸入業者が包装、表示できる有機食品

以下の条件を満たすもの

① 指定農林物資（有機農産物、有機農産物加工食品）であること。

② 同等性国で生産、加工・製造されたものであること

③ 政府機関もしくはそれに準ずる機関が発行した証明書がついたものであ

ること。

＊指定農林物資は、有機加工食品ではないので注意。有機農産物加工食品。

６．第三国で生産、同等性国経由の有機食品の扱える範囲

Q&A 問４－４、４－５

＊アメリカ・カナダの場合、第３国で生産されたものでもアメリカ国内で小

分け・包装され、有機表示されたものであれば取り扱うことができる。EU は、

不可。

別紙 米国からの同等性を利用して輸入について

７．農林物資の種類ごとに認定を取得
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有機農産物の輸入業者

有機農産物加工食品の輸入業者

７．倉庫業者との連携

倉庫業者に格付の表示の貼付を委託することは、出来ない。必要な場合には、

グループ認定を取得。

Q&A 問４－１

８．同等性国の認定事業者への格付の表示の委託

認定輸入業者は、輸入先の同等性国の認定事業者に有機 JAS マークの貼付を

委託することができる。

Q&A 問４－７から４－１２

認定の区分と認定の技術的基準

認定の区分 該当する認定の技術的基準

有機農産物の生産行程管理

者

有機農産物及び有機飼料についての生産行程管理

者の認定の技術的基準

有機加工食品の生産行程管

理者

有機加工食品及び有機飼料についての生産行程管

理者の認定の技術的基準

有機畜産物の生産行程管理

者

有機畜産物についての生産行程管理者の認定の技

術的基準

有機飼料の生産行程管理者 【農産物】有機農産物及び有機飼料についての生

産行程管理者の認定の技術的基準

【加工飼料】有機加工食品及び有機飼料について

の生産行程管理者の認定の技術的基準

有機農産物の小分け業者 有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜

産物についての小分け業者の認定の技術的基準有機加工食品の小分け業者

有機畜産物の小分け業者

有機飼料の小分け業者

有機農産物の輸入業者 有機農産物及び有機農産物加工食品についての輸

入業者の認定の技術的基準有機農産物加工食品の輸入

業者



認定の技術的基準の解説（輸入業者）第１版       有機中央会講習会テキスト

策定 2017年 11月 20日

- 5 -

有機農産物及び有機農産物加工食品についての

輸入業者の認定の技術的基準

●技術的基準の構成

一、輸入品の受け入れ保管のための施設

二、輸入品の受け入れ及び保管の実施方法

三、輸入品の受け入れ及び保管を担当する者の資格及び人数

四、格付の表示を付する組織及び実施方法

五、格付の表示を担当する者の資格及び人数

付則

●認定の技術的基準の内容

一、 輸入品の受け入れ及び保管ための施設

取り扱う農林物資 満たすべきこと

有機農産物 有機農産物の日本農林規格第４条の表収穫、輸送、選別、

調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る

管理の項の基準に従い輸入食品の受け入れ、保管及び包

装を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造であり、

適切に清掃されていること。

有機農産物加工食品 有機加工食品の日本農林規格第４条の表製造、加工、包

装、保管その他の工程に係る管理の項の基準に従い輸入

食品の受け入れ、保管及び包装を行うのに支障のない広

さ、明るさ及び構造であり、適切に清掃されていること。

【注意点】

●明るさ

関連法規の規制がある場合は、その規制の遵守。ない場合については、作業

指示や記録を明瞭に読むことができる、品物を正しく識別できるなど適切に作

業ができる明るさを確保できること。

●適切な清掃

取り扱う製品の品質を確保し、その製品に応じて必要な衛生管理を実施でき

るレベルであること。
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二 輸入品の受入れ及び保管の実施方法

１ 受け入れ保管責任者に、次の職務を行わせること。

（１） 輸入品の受け入れ、保管及び包装に関する計画の立案及び推進

（２） 工程に生じた異常等に関する処置又は指導

【注意点】

＊ 受け入れ保管責任者は、輸入品の受け入れ、保管及び包装に関する計画

の立案及び推進、工程に生じた異常等に対する処置や指導ができる人で

なければならない。また、その責任と権限が与えられなければならない。

特に会社組織の場合、仕事行う権限と責任が付与されていること。

２ 次の事項（表の左欄）について内部規程を具体的かつ体系的に整備してい

ること。

【注意点】具体的かつ体系的整備とは

① 規程は、作業ができる具体性をもつこと

② 荷受けから出荷までの輸入品の受入れから保管、包装、出荷までのすべて

工程を網羅していること

③ 定められた６つことが全部決めてあること

【基準の要求と定めるべき事項】

表の左欄の基準の要求事項が認定の技術的基準に定められた事項です。右欄

は、定めるべき事項などその解説です。

基準の要求事項 内部規程が含む必要のあること

（１）有機農産物又は有

機農産物加工食品の受入

れ、保管及び包装に関する

事項

①仕入れ先が同等性国に認定事業者であることの

確認の手順（例えば取引開始前の認定証の写しの

取得）

②受け入れ時に受け入れ担当者が確認すべき事項

③荷受けした荷物の識別表示の方法

④荷受けした荷物の保管の方法

⑤包装の方法

⑥荷受け・包装記録を作成すること（記録様式の

整備を行っていること）

（２）外国の政府機関その

他これに準ずるものとして

添付されている証明書が、当該荷物のものであり、

正しい、適切なものであることを確認する方法
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施行規則第38条に基づき公

示したものによって発行さ

れた証明書の確認に関する

事項

（３）輸入品の受入れ、保

管及び包装に係る記録の作

成並びに当該記録及び当該

記録の根拠となる書類の保

存期間に関する事項

①受け入れ、保管及び包装の行程管理するために

必要な記録作成について、定める。記録の種類と

役割などを定めるのが良い。

輸入品受け入れ・保管の記録

包装の記録

➁それらの記録の保存期間を定める

賞味期間や関連法規制を加味して期間を決める

（４）苦情処理に関する事

項

以下のことを含める

①苦情を受けた場合には、受入保管責任者に報告

される。

②報告を受けた受入保管責任者は、適切な処置も

しくは処置の指導を、すみやかに実施すること。

③原因を究明し、組織の業務に原因がある場合に

は、再発防止などの対策を講じること。

④苦情の内容、とった処置について記録すること。

（５）輸入品の受入れ、保

管及び包装の実施状況につ

いての認定機関による確認

等の業務の適切な実施に関

し必要な事項

最低以下のことを明確に定めていること。

①認定機関への報告にあっては、事実を正しく報

告する。

②年次調査等の認定機関の調査には、協力する。

③改善指摘を受けた場合には、すみやかに改善を

実施し報告する。

④認定事項（＊注２）の変更を予定する場合は、

あらかじめ報告する。

（６）包装に使用する機械

及び器具に関する事項

① 使用する機械器具のリストアップ

② 使用する機械器具の正常な動作のためのメン

テナンス

② 併用する機械器具があるが場合には、そのこ

とによる混入や汚染のリスクの回避の方法

【＊注１】 記録の保存期間についての JAS施行規則の定め

JAS法施行規則第 46条第１項一号 二

(11) 認定事業者は、その行った格付に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次
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に定める期間保存すること。

(ⅰ) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間（当該農

林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資が出荷されて

から消費されるまでに通常要すると見込まれる期間。(ⅱ)において同じ。）が一年以上で

ある場合（（ⅲ）に掲げる場合に該当する場合を除く。）

当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間（当該農林物資に消費期

限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から三年間）

(ⅱ) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間が一年未

満である場合（（ⅲ）に掲げる場合に該当する場合を除く。）

当該農林物資の格付の日から一年間（当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがな

い場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から一年間）

＊注２：報告を必要とする認定事項の範囲

報告を必要とする認定事項の範囲は、判定通知書及び審査通知書の「認定事

項」の欄に記載されている項目。

＊注：変更の内容と取られる処置

変更の内容によって、必要な処置が異なります。

変更内容 必要な処置

事業所の移転 新しいところで認定を取り直して下さい。認定事項の変

更ではなく、新規の認定申請が必要になります。

施設や設備の追加 審査を受けて適合していることの確認を受けて下さい。

取り扱い商品の表示 印刷前に提出して下さい。間違った表示が多いので間違

いを未然に防止するために確認を行っています。

担当者の変更 資格要件を満たしているかどうかの確認を受けて下さ

い。

代表者の変更 審査はありません。ただし、報告して下さい。認定証記

載事項ですので、認定証の再交付を行います。

３ 内部規程に従い輸入品の受け入れ、保管及び包装に関する業務を適切に行

うこと。

４ 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知するこ

ととしていること。

＊ 見直しの計画及び手順を確立していること

＊ 従業員への周知の方法、必要な教育訓練の計画及び手順を確立している

こと
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＊ 年一回以上の見直しを実施している。

＜規程の見直しが必要な場合＞

① 規程の方法では不具合があったり、業務手順の変更等が必要になった

とき。

② 関連法規や社会的要求事項が変更となったとき。

③ 不適合等の発生により規程の見直しが必要なとき。

④ 何もなくても年に一回は見直す。（見直して変更がないのであればそ

れで良い）

三 輸入品の受け入れ及び保管を担当する者の資格及び人数

１ 受入保管担当者

受け入れ保管を担当する者（以下「受入保管担当者」という。）として、次

のいずれかに該当する者が１人以上置かれていること。

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校若しくは中等教

育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、食品の

流通の実務に２年以上従事した経験を有するもの

（２）食品の流通の実務に３年以上従事した経験を有する者

２ 受入保管責任者

（１）受入保管担当者が１人置かれている場合にあっては、その者が受入保管

責任者として、認定機関の指定する講習会（以下「講習会」という。）におい

て、輸入品の受入、保管及び包装に関する課程を修了していること。

（２） 受け入れ保管担当者が複数置かれている場合にあっては、受入保管担

当者の中から、講習会において輸入品の受け入れ、保管及び包装に関する課程

を修了した者が、受入保管責任者として、１人選任されていること。

四 格付の表示を付する組織及び実施方法

１ 格付の表示を付する組織

格付の表示を付する部門が、営業部門から実質的に独立した組織及び権限を有

すること。

＊ 営業的必要性から格付の表示が左右されてはならないこと。

＊ 独立した権限を有する組織、体制などが整備されていること。もしくは

営業部門に関与しない担当者であること。
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２ 格付の表示の実施方法

（１）次の事項（表の左欄）について格付表示規程を具体的かつ体系的に整備

していること

【注意点】具体的かつ体系的整備とは

① その手順によれば格付の表示が適切に実施できる具体性をもつこと。

② 格付の再表示にかかわる必要な工程が網羅されていること。

③ 定められた５つのことが、全部決めてあること。

【基準の要求と定めるべき事項】

表の左欄の基準の要求事項が認定の技術的基準に定められた事項です。右欄

は、定めるべき事項などその解説です。

基準の要求事項 格付表示規程が含む必要のあること

ア 格付の表示に関する

事項

１、格付の再表示を確実にする方法として以下の手

順を踏む

① JAS マークの表示の方法を明確にしておく。

② 受け入れ、保管、包装、表示の終了後

ア、事実にもとづき工程を網羅した適切な管理記

録の作成の確認（この確認すべき記録が何で

あるか特定しておくこと）

イ、記録と格付の再表示を行う荷口の照合

ウ、記録された方法が基準（農林規格第４条の該

当するところ）に適合しているかの確認（合

否の判定）

エ、サンプリングにより実際の表示に適正なもの

が使用されているかの確認

③工程の検査に合格したものについて、出荷を許可

する。不合格なものについては、格付の表示を抹

消、除去するなどの処置をとる。

２、表示の作成及び管理

①農林規格及び食品表示基準を考慮した製品の表

示について明確にしておく。実際の表示の版下等を

表示モデルとして規則の別表等で添付し、利用す

る。

②JAS マークの管理の方法（管理責任者、保管方法、

受払い記録の作成、在庫管理：受払い記録と実際在
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庫の照合を含む）を定める。

③JAS マーク受払い記録の作成方法を明確にする。

最低以下のことを記録できる記録様式を定める。

ア、作成枚数と作成日

イ、使用日と使用数

ウ、廃棄やロスの数と発生日

エ、在庫数

イ 格付の表示後の荷口

の出荷又は処分に関する

事項

①格付再表示後の製品の扱い、非有機農産物や非有

機農産物加工食品との混合や取違いを起こさな

いような注意事項を明確にしておく。

②万一有機性を損なった場合は、格付を解除し、表

示をはずすことを明確にしておく（JAS 法第 19条の

12 では、格付の表示の抹消が定められている）。こ

の場合は、原因と格付を解除した数量など処置の記

録を残すこと。

ウ 出荷後に有機農産物又は有機加工食品の日本農林規格に不適合であること

が明らかとなった荷口への対応に関する事項

【定めるべきこと】：例えば以下のようなことを定める。

格付再表示を行って出荷した有機農産物や有機農産物加工食品について、当

該製品が不適合品であることが判明した場合には、ただちに格付を抹消し、出

荷先に以下のことを報告し適切な処置を要請する。

①不適合となった有機農産物の名称

➁出荷日

③出荷ロット及び量

④不適合となった理由

エ 格付の表示に係る記

録の作成及び保存に関す

る事項

①格付の表示の実績記録を作成すること及び作成

の方法を明確にする。最低以下のことを記録できる

記録様式をもつこと。

何を（作物もしくは製品の名称）

いつ（格付の表示日）

どのくらい（数、規格、量）

誰が検査して格付の表示を実施したか（あるいは

許可したか）（格付表示担当者の名前）

②保存期間を定めておくこと。（2年ないし3年以上、

賞味期間や流通在庫を加味して適切な期間とする

こと）
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オ 格付の表示の実施状

況についての認定機関に

よる確認等の業務の適切

な実施に関し必要な事項

格付表示の実績報告を毎年6月末までに報告するこ

と

など

カ 格付の表示に関する事務の一部を、指定農林物資について日本農林規格に

よる格付の制度と同等の水準にあると認められる外国の格付の制度に基づいて

認定機関の認定に相当する行為を受けた者に委託する場合にあっては、当該委

託を受けた者（以下「受託者」という。）の監督に関する事項

該当する場合に定める

（２） 格付表示規程に従い格付の表示が適切に付され、又は除去若しくは抹

消されることが確実と認められること。

  

  【必要なこと】

＊ 格付表示規程が適切であること

＊ 格付表示担当者が規程の運用を理解していること

＊ 実行のための様式が整備されていること

＊ 実施されていること

（３） 名称の表示

日本農林規格第５条に定める方法で適切に行われることが確実と認められる

こと

取り扱う農林物資 表示についての該当条項及び主な関連法規

有機農産物 有機農産物の日本農林規格第５条、

＜関連基準＞

食品表示基準

生鮮食品

米にあっては、玄米精米の表示事項

しいたけにあってはしいたけの表示事項

豆類などにあっては、特定商品の販売に係る計量に

関する政令により内容量、販売者の表示義務

容器包装リサイクル法、

有機農産物加工食品 有機加工食品の日本農林規格第５条

＜関連基準＞
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食品表示基準

加工食品の表示

アレルギー食品に関する表示

遺伝子組換え食品に関する表示

容器包装リサイクル法

有機飼料 省略

有機畜産物 省略

＊名称について正しい規則（モデルを含む）を整備している。

＊関係者が表示の基準を周知している。

＊正しく表示を実施している。

五  格付の表示を担当する者の資格及び人数

格付の表示を担当する者（格付表示担当者）として、講習会において格付の

表示に関する課程を修了した者が１人以上置かれていること。

【必要なこと】

＊ 講習会を修了し、基準を良く理解した担当者がいること。

＊ その者は、格付表示規程を良く理解し、運用できること。

＊ 人数は、業務に合わせて適切な人数であること。

＊ 実務経験は、求められていないが、実務を一定理解していないと業務は

できない。このあたりは、審査で伺うことになります。

付則

（経過措置）

●既存の認定事業者

内部規程及び格付表示規程の追加事項の期限が 2017 年 6月 1日

●2016 年 6 月 1日以降に認定を受ける事業者

経過処置なし。認定時にこの基準に適合する必要がある。

以上

添付参考資料

有機農産物及び有機加工食品の JAS規格 Q&A 輸入業者の該当部分

米国から同等性を利用した輸入について

海外からの有機食品の輸入

食品等の輸入手続きの流れ 参照条文
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（問３－４）小分け業者における小分け担当者と格付表示担当者の兼務は可能ですか。

（答）

それぞれの業務を適正に実施するためには、小分け担当者と格付表示担当者は別の者で

あることが望ましいのですが、同一人で両業務を行うことが可能であると登録認定機関が

認めた場合にあっては、小分け担当者と格付表示担当者を兼務することは可能です。

（問３－５）小分け業者の認定を取得していない小売店において、有機ほうれん草の

しおれた部分を除去する作業を行うことは可能ですか。

（答）

有機農産物のしおれた部分を除去するだけの作業であれば、小分けの業務には当たらな

いので、認定事業者でなくても行うことができます。

Ⅳ 輸入業者

（問４－１）輸入業者や小分け業者は、輸入した農産物や小分けする農産物等につい

ての保管、小分け及び格付の表示を貼付する作業等を倉庫業者に委託する

ことができますか。

（答）

１ 格付の表示の貼付は認定事業者自らが行わなければならないことから、認定事業者と

なっていない倉庫業者に対して格付の表示の貼付を委託することはできません。仮に倉

庫会社に、保管、小分け又は格付の表示を貼付する作業等を行わせる必要がある場合に

は、輸入業者あるいは小分け業者は倉庫業者と一体的に認定の審査を受け、認定輸入業

者あるいは認定小分け業者とならなければなりません。

２ この場合、認定申請時において、ＪＡＳ法施行規則第３２条第１号及び第３４条第１

号に規定している「氏名又は名称及び住所」にグループ名を記載するとともに、その構

成員である輸入業者あるいは小分け業者名と倉庫業者名等を併せて明記する必要があり

ます。

３ なお、単独認定を取得していた認定事業者が倉庫業者との一体的認定に変更する場合

や一体的認定を取得していた認定事業者が倉庫業者を変更したり単独認定に変更する場

合は、登録認定機関に変更届を提出する必要があります。
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（問４－２）認定輸入業者が認定の範囲で行うことができる包装とは、どのようなも

のですか。

（答）

認定輸入業者は、輸入する指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の

表示を付すことができます。その際、格付の表示を付すことができる包装や容器とは、

原則として輸入されて来た状態の包装や容器に対して行うこととなりますが、輸入され

てきた容器や包装が破損あるいは汚損している場合や国内における流通に適さない場合

など、再度包装する必要がある場合や同等の容器に移し替える必要がある場合には、そ

の新しい容器や包装に格付の表示を付すことができます。

なお、認定輸入業者は、輸入された指定農林物資を小分けしたり、ブレンド、精米、

加工等を行うことはできません。

（問４－３）外国語で「有機」の言葉が付してある農産物及び農産物加工食品を輸入

し、日本語で有機の表示を付さない場合は、認定輸入業者となる必要はな

いのですか。

（答）

輸入した農産物及び農産物加工食品に英語で「Organic」や「ORGANIC」と表示されてい

る場合は、有機農産物の日本農林規格第５条及び有機農産物加工食品の日本農林規格第５

条に規定する「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック）」と紛らわしくなります

ので、認定輸入業者となって有機ＪＡＳマークを付することが必要です。それ以外の外国

語についても、「有機」「オーガニック」の商品であると消費者の商品選択を誤らせるよ

うな表示も同様に取り扱います。

（問４－４）同等性を有しているＡ国の制度に基づいて同等性を有していないＢ国内

で生産された有機食品を、Ａ国を経由して輸入した場合、Ａ国の証明書を

基に有機ＪＡＳマークを貼付することはできますか。

（答）

１ 認定輸入業者が外国制度で格付された指定農林物資（有機農産物及び有機農産物加工

食品）を輸入して格付の表示を付することができる場合は、①当該物資の輸出国が同等

国であり、②当該物資が当該同等国の国内で生産及び格付され、③当該同等国の政府機

関又は準政府機関が発行した証明書又はその写しが添付されている場合に限られます。

したがって、当該物資の原産国が同等性を有しないＢ国である指定農林物資について

は、認定輸入業者は格付の表示を行うことはできません。
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２ なお、米国及びカナダとの同等性協定では、上記②の範囲について、当該国以外で生

産され、当該国の基準に基づく認証を受けた指定農林物資をそれぞれの当該国内で包装

したものも対象としています。米国及びカナダからの指定農林物資の輸入に係る詳細は、

農林水産省ホームページ（下記URL）をご覧下さい。

有機食品の検査認証制度（有機農産物等の輸出入に関する情報）

（http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html）

（問４－５）我が国が同等性を認めているＡ国で有機と格付された食品を、我が国が

同等性を認めているＢ国を経由して輸入した場合、当該食品に有機ＪＡＳ

マークを貼付するためには、どの国の証明書が必要になりますか。

（答）

１ Ａ国内で生産及び格付された指定農林物資（有機農産物及び有機農産物加工食品）が、

Ｂ国に輸入され、Ｂ国において新しい属性が付加され、日本に輸出される場合には、日

本への輸出国であるＢ国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書が必要になりま

す。

２ Ｂ国に一旦輸入され、新しい属性が付加されずに日本に輸出される場合には、認定輸

入業者は、①又は②のどちらかの書類を有することにより、ＪＡＳマークを貼付するこ

とが出来ます。

① Ａ国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書

② Ｂ国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書及び当該指定農林物資に係る生

産行程管理者の認定に相当する行為を行ったＡ国の機関の名称及び住所がわかる書

類

Ａ国の機関の名称及び住所がわかる書類としては、Ａ国の機関が発行したＡ国の生産

行程管理者とＢ国の事業者との取引証明書やＡ国の生産行程管理者の認証書等が該当し

ますが、認証書等の場合は、日本へ輸出される指定農林物資が当該指定農林物資である

ことを特定するため、Ａ国からＢ国に輸出された際のインボイス等の書類も必要となり

ます。

３ なお、新しい属性が付加されるか否かの判断に当たり、茶等にあって、品質の向上を

図ることを目的として異なる品種をブレンド等する場合については、新しい属性が付加

されたとみなされ、Ｂ国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書が必要となります。

４ また、Ａ国、Ｂ国がともにＥＵ加盟国である場合、ＥＵ加盟国のいずれかの国の政府

機関又は準政府機関が発行した証明書を有していれば、認定輸入業者はＪＡＳマークを

貼付することができます。
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（問４－６）我が国が同等性を認めている国で有機と格付された食品を日本国内で有

機加工食品の原材料として使用する場合に、輸入品の受入れ保管倉庫を経

由せず、輸入時のコンテナで直接有機加工食品の生産工場へ輸送し、当該

工場において認定輸入業者が原材料となる有機食品に有機ＪＡＳマークを

貼付することはできますか。

（答）

１ 有機加工食品の生産工場の施設が、有機農産物及び有機農産物加工食品についての輸

入業者の認定の技術的基準の一に定める輸入品の受入れ及び保管のための施設の条件を

満たしていれば直送することができます。

ただし、輸入業者は当該工場を上記認定の技術的基準の「輸入品の受入れ及び保管の

ための施設」として、認定の範囲に含める必要があります。

２ また、有機加工食品の生産工場において、輸入品の所有権が変更されることから、輸

入業者は同等国の政府機関又は準政府機関が発行した証明書の内容とインボイス等に記

載された指定農林物資の数量とが合致しているか等を確認し、ＪＡＳマークを貼付した

後に生産工場へ当該指定農林物資を引き渡す必要があります。

なお、輸入業者が輸入先(海外）の認定事業者にＪＡＳマーク貼付を委託した場合は、

輸入された指定農林物資に貼付されたＪＡＳマークが適切であることを上記の証明書等

により確認した後、生産工場へ引き渡す必要があります。

(問４－７) 認定輸入業者が、同等性を有している国の制度に基づき認定された事業

者に委託することができる「格付の表示に関する事務の一部」とはどのよ

うな事務ですか。

（答）

認定輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者に委託すること

ができる「格付の表示に関する事務の一部」とは、指定農林物資にＪＡＳマークを貼付す

る事務のことです。

(問４－８) 同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者が認定輸入業者

から委託を受け、日本へ指定農林物資を輸出する前にＪＡＳマークを貼付

することができるのは、どのような場合ですか。

（答）

１ 認定輸入業者は、同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者（以下この

問において「海外の認定事業者」という。）が製造した指定農林物資を輸入し、輸入先

国（準政府機関を含む。）の証明書の記載内容等を確認し、ＪＡＳマークを貼付します

が、海外の認定事業者が自らＪＡＳマークの貼付を希望する場合、認定輸入業者が海外
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の認定事業者に委託して、あらかじめＪＡＳマークが貼付された商品を輸入することが

できます。

２ この場合、海外の認定事業者におけるＪＡＳマーク貼付が適切に行われることを担保

するため、海外の認定事業者は、ＪＡＳマークの貼付に当たっての留意事項を理解する

ための講習（Ｗｅｂ、メール等による周知も可。）を受講する必要があり、認定輸入業

者は必要に応じて海外の認定事業者が行うＪＡＳマーク貼付業務について報告を求め、

確認する必要があります。

３ この措置は、日本に有機食品を輸出する際、認定輸入業者自らが有機ＪＡＳマークの

貼付を行うこととする従来の方法が円滑な貿易の妨げとなっているとのことから、手続

の簡略化を図るために上記の方法としたものです。認定輸入業者におかれては、手続の

簡略化を図った趣旨を理解していただき、海外の認定事業者が自らＪＡＳマークの貼付

を希望する場合、委託できない正当な理由がない限り有機ＪＡＳマークの貼付を委託し

てください。
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(問４－９) 認定輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者

にＪＡＳマークの貼付を委託する場合、委託契約の内容はどのようなもの

になるのですか。

（答）

委託契約書の例は以下のとおりです。

なお、認定輸入業者は、委託する業務の内容について、あらかじめ格付表示規程に具体

的に規定しておく必要があります。

有機ＪＡＳマークの貼付業務に関する委託契約書（乙がＥＵ加盟国内事業者の場合の例）

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和二十五年法律第百七十五号）

第十五条の二に基づき登録認定機関の認定を受けた輸入業者 （以下「甲」と

いう。）とＥＵ加盟国内でＥＵ有機規則に基づく認定を受けた事業者 （以下

「乙」という。）は、有機農産物又は有機農産物加工食品（ＥＵの格付の制度に基づき格付

が行われたものに限る。以下「有機食品」という。）への有機ＪＡＳマーク（以下単に「マ

ーク」という。）の貼付に関する業務について、委託契約（以下「本契約」という。）を次の

とおり締結する。

（委託契約）

第一条 甲は乙に対し、以下の業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託

する。

（１）乙は、マーク貼付の担当責任者を選任し、当該担当責任者に対し、甲が指定する資

料により、マーク貼付の対象となる有機食品の範囲、マークの様式及び送り状の記載

方法等の内容を把握させる。

（２）乙は、甲が指定する様式のマーク又は甲が送付するマークを、甲向けに出荷する有

機食品に貼付する。

（３）乙は、甲向けに出荷する有機食品に、名称、ロット番号並びにマークを貼付した有

機食品の数量及び出荷日を記載した送り状を添付するとともに、その写しを保存する。

（４）乙は、マークの貼付について甲から照会があったときには適切に対応する。

（費用）

第二条 本業務の委託に関する費用は、無償とする。

（契約期間・契約更新）

第三条 契約期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。

２ 契約期間満了日の３ヶ月前までに、甲乙いずれからも申し出がないときは、本契約と同

一の条件でさらに１年間更新するものとし、以後同様とする。

（再委託）

第四条 乙は、本業務の全部を一括して第三者（ＥＵ加盟国内でＥＵ有機規則に基づく認定

を受けた事業者に限る。）に委託すること（以下「再委託」という。）を必要とするとき
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は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。なお、あらかじめ甲の承認を得て第三者

に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を

遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

（秘密保持）

第五条 甲及び乙は、本契約期間中又は期間終了後を問わず、本業務に関して知り得た秘密

を第三者に漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

（担保責任）

第六条 乙がマークの貼付義務を履行するにあたり、重大な瑕疵があった際は、乙はその際

の損害等の一切の費用を負担する。

（解除）

第七条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手

続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

（１）どちらか一方が、認定機関から認定の取消し、停止等の処分を受けたとき

（２）どちらか一方に、本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った通知催告

後もその行為が是正されないとき

（３）相手方への重大な背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

（協議）

第八条 この契約に定めのない事項又は、この契約条項の解釈について疑義を生じたときは、

甲乙協議の上、解決するものとする。

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙それぞれ各１通を保管する。

２０××年○月○日

甲 住所

会社名

代表者

乙 住所

会社名

代表者
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（問４－10）同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者が、認定輸入業

者からＪＡＳマーク貼付業務を受託する場合、海外の事業者は認定輸入業

者に対して手数料を支払う必要がありますか。

（答）

同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者（以下この問において「海外の

認定事業者」という。）が認定輸入業者から受託するＪＡＳマーク貼付業務は、本来認定

輸入業者が行う行為を海外の認定事業者が替わりに行うものであり、委託契約を締結する

際には、認定輸入業者は海外の認定事業者に対して金銭的負担を課すことがないよう留意

願います。

(問４－11）有機農産物及び有機農産物加工食品についての輸入業者の認定の技術的

基準において、輸入業者が外国の事業者に有機ＪＡＳマークの貼付を委託

する場合、格付表示規程に記載すべき事項となっている「受託者の監督に

関する事項」とはどのようなことを記載するのですか。

（答）

受託者の監督に関する事項とは、認定輸入業者が委託した有機ＪＡＳマークの貼付作業

が適切に実施されていることを確認し、必要に応じて報告を求めるために必要な事項のこ

とです。

具体的には、①有機ＪＡＳマークの適切な貼付方法及び数量管理方法についての指示に

関すること、②有機ＪＡＳマークの貼付の記録についての報告に関すること、③有機ＪＡ

Ｓマークの数量管理についての報告に関すること等を規定する必要があります。

なお、受託者の監督については、あくまでＪＡＳマークの適切な貼付を担保する観点か

ら必要最小限の範囲で行われるものであり、受託者である海外の事業者に対し過大な負担

を負わせるものではないことに留意願います。

(問４－12）認定輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者

にＪＡＳマークの貼付を委託する場合、受託先に置く格付表示担当者を補

佐する者はどのような講習を受ける必要があるのですか。

(答）

１ 認定輸入業者が同等性を有している国の制度に基づき認定された事業者（以下この問

において「海外の認定事業者」という。）に、ＪＡＳマークの貼付を委託する場合、海

外の認定事業者がＪＡＳマーク貼付に当たっての留意事項を理解し、ＪＡＳマーク貼付

業務を適切に行う必要があります。

このため、有機農産物及び有機加工食品についての輸入業者の認定の技術的基準にお

いて、海外の認定事業者に、格付表示担当者を補佐する者を置くこととしています。
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２ 格付表示担当者を補佐する者がＪＡＳマーク貼付に当たり留意すべき事項は、①委託

元の認定輸入業者向けに出荷する指定農林物資のみに当該輸入業者が指定したＪＡＳマ

ークを貼付すること、②委託元の認定輸入業者に対しＪＡＳマーク貼付数量等を報告す

るとともに、その記録を保管すること等となりますが、格付表示担当者を補佐する者は

これらの留意事項を理解するために「格付の表示に関する課程」についての講習を修了

する必要があります。

３ なお、講習については、格付表示担当者を補佐する者に下記の留意事項をＷｅｂ、メ

ール等により周知し、理解させることをもって「格付の表示に関する課程」を修了した

ものとみなします。

有機ＪＡＳマーク貼付の受託にあたり特に留意すべき事項

「有機農産物及び有機農産物加工食品についての輸入業者の認定の技術的基準」の五に規定

する講習会については、以下の事項を熟読し、理解することにより、講習会において格付の表示

に関する課程を修了したものとします。

１ 認定輸入業者から委託を受けＪＡＳマークを貼付できる農林物資

有機ＪＡＳとの同等性の制度を利用して、日本に輸出できる農林物資（認定輸入業者から委

託を受け、ＪＡＳマークを貼付できる農林物資）は、有機農産物と有機農産物加工食品のみで

す。

① 有機農産物（きのこを含む。）

例：野菜、果実、穀類、コーヒー生豆、サトウキビ、きのこ

② 有機農産物加工食品 原材料に占める畜産物及び畜産物加工品の合計が５％

以上のものを除く。

例：野菜加工品、果実加工品、穀類加工品、コーヒー豆、砂糖、ブラックチョコレー

ト、紅茶

注意：上記①、②以外の有機畜産物等については、認定輸入業者の委託を受けて有機ＪＡＳ

マークを貼付することができません。

２ 有機ＪＡＳマークの貼付

(1) 有機ＪＡＳマーク貼付の担当責任者の選任

認定輸入業者から有機ＪＡＳマーク貼付の受託にあたり、まず、ＪＡＳマーク貼付の担

当責任者を選任する必要があります。担当責任者は、ＪＡＳマークを貼付する商品、有機

ＪＡＳマークの様式、認定輸入業者への報告の記載方法など、ＪＡＳマーク貼付について

の受託内容を把握します。

(2) 有機ＪＡＳマークの様式の確認

有機ＪＡＳマークは下図のとおりであり、認定輸入業者を認定した認定機関名も記載する

ことになっています。このため、認定輸入業者が指定する様式の有機ＪＡＳマークを貼付す

る必要があります。
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図：有機ＪＡＳマークの様式 注意： 複数の認定輸入業者からＪＡＳマーク貼付

の委託を受けている場合、委託元の 輸入業

者によって、有機ＪＡＳマークに記載されて

いる認定機関名が異なる場合があります。

このため、委託元の輸入業者がそれぞれ指

定する有機ＪＡＳマークの様式を確認し、Ｊ

ＡＳマークを貼付する必要があります。

(1)Ａは、5mm以上とする

(2)Ｂは、Ａの２倍とし、Ｄは、Ｃの3/10とする。

(3)認定機関名の文字の高さは、Ｄと同じとする。

(4)認定機関名は、略称を記載することができる。

(5)認定番号は、関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装、容器若しくは送り状に表示される事

項により、有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しく

は外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者を特定することができる場合には、記載しないこと

ができる。

(6)色については特に定めはない。

(3) ＪＡＳマークの貼付後の対応（認定輸入業者への報告等）

認定輸入業者に出荷する有機食品にＪＡＳマークを貼付した場合、その有機食品の名称、

ＪＡＳマークを貼付した数量及び貼付日（可能なものについては、その他ロット番号、重量

等）を記載した書類を輸出荷口ごとに作成のうえ、認定輸入業者に報告してください。また、

添付した書類の写しも保存してください。

添付した書類の記載内容については電子媒体での保存も可能です。

参考までに認定輸入業者の報告の様式例を添付します。なお、インボイスの中に有機食品

の数量とＪＡＳマーク貼付枚数を記載するか、又はこれらの数量が同じであることを明記す

る場合には、別途報告様式を作成する必要はありません。

表：認定輸入業者への報告（例）

３ その他

有機ＪＡＳマークの他に日本以外の有機制度による認証マーク等を併せて表示することも

可能です。

認定輸入業者　あて

インボイスＮｏ．：　ABCD-123

数量 重量 貼付枚数 貼付日

有機レーズン abc-123 1,000ｃｓ 20,000ｋｇ 1,000 2013年4月1日

大豆 def-456 200bagｓ 6,000ｋｇ 200 2013年4月2日

トマトジュース ghi-789 100cs 240ｋｇ 1,200 2013年4月3日

備考 上記のほか輸入業者に伝えたいことを記載する（証明書の番号など）

　　　　　　　　日付

　　　　　　　　同等国のメーカー担当者　サイン

ＪＡＳマーク
商品名 ロット番号

ＪＡＳマーク貼付数量について

有機食品
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(問４－13）外国の政府機関に準ずるものとして指定された機関は、その機関が所在

する国の認証事業者のみに日本向け指定農林物資の証明書を発行できるの

ですか。

（答）

外国の政府機関に準ずるものとして指定された機関（以下この問において「準政府機関」

という。）は、その機関が所在する国の認証事業者に対してのみ日本向け指定農林物資に

係る証明書を発行することができるのが原則ですが、ＥＵ加盟国内に所在する準政府機関

は、その機関が所在する国の認証事業者だけでなく、ＥＵ加盟国内の認証事業者に対して

日本向け指定農林物資の証明書を発行することができます。証明書発行が可能な機関につ

いては、農林水産省のホームページ（下記URL）に掲載しています。

有機食品の検査認証制度（有機農産物等の輸出入に関する情報）

（http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html）

Ⅴ 日本農林規格

（問５－１） 有機表示の規制はどのような内容ですか。

（答）

１ 農産物又はこれを原材料とする加工食品については、認定を受けた事業者により有機

ＪＡＳマークが付されていない場合には、有機農産物又は有機農産物加工食品である旨

の表示若しくはこれと紛らわしい表示を付することはできないというものです。

２ また、有機農産物又は有機農産物加工食品である旨の表示若しくはこれと紛らわしい

表示が付してある輸入農産物又は輸入加工食品についても、有機ＪＡＳマークが付され

ているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列す

ることはできません。

（問５－２）有機ＪＡＳ規格において、どういった資材を使用可能と扱うのですか。

（答）

コーデックスガイドラインでは、その使用が必要不可欠であり、環境・健康への悪影響

がないことが明らかであるなど一定の条件を満たす資材については、コーデックスガイド

ラインにリスト化されているもののほか、各国の事情に応じて使用できるものとして追加

することも許容しています。

ＪＡＳ規格においては、コーデックスガイドラインの考え方に従い、農薬取締法、食品

衛生法等の関係法令を満たし、追加の要望があった資材について、次のとおり使用可能と

するかどうか検討されています。

① コーデックスガイドラインの使用可能資材一覧に掲載されていれば、追加。

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPRODUCE LOCALLY. Include form number and date on all reproductions. FORM APPROVED OMB NO. 0581-0191

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL MARKETING SERVICE

NATIONAL ORGANIC PROGRAM 

EXPORT CERTIFICATE 

A knowingly false entry or false alteration of any entry on this certificate
may result in a fine of not more than $11,000 or imprisonment for not 
more than five years or both (18 USC 1001) and may result in revocation 
of accreditation under the National Organic Program (7 U.S.C. 6519).

I

COUNTRY OF DESTINATION

EXPORTED BY (Name and address including ZIP Code)

CONSIGNED TO (Name and address including ZIP Code)

DATE                                 CERT. NO.

TOTAL MARKED NET WEIGHT

PRODUCT EXPORTED FROM 

TOTAL CONTAINERS

CERTIFYING AGENT ISSUING CERTIFICATE

PRODUCT AS LABELED

As by exporter

NOT VALID UNLESS SIGNED BY A DESIGNATED REPRESENTATIVE OF A USDA ACCREDITED ORGANIC CERTIFYING AGENT 

that the agricultural products specified hereon have been certified by a USDA accredited organic certifying agent and 
have been found to meet all applicable requirements of the National Organic Program.

No financial liability shall attach to the United States Department of Agriculture or to any or representative 
Department with respect to this certificate.
According to the Paperwork Reduction Act of 1995, an agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to a coliection of information unless it displays a 
valid OMB control number. The valid OMB control number for this information coliection is 0581-0191.  The time required to complete this information collection is estimated to average
30 minutes per person, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the 
collection of information.

REMARKS

LOT NUMBER

SIGNATURE OF ACCREDITED CERTIFYING AGENT

The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, coior, national origin, age, disability, and where applicable, sex, 
marital status, familial status, parental status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or part of an individual's income is derived from any public
assistance program (Not all prohibited bases apply to all programs.)  Persons with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, audiotape,
etc.) should contact USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD).  To file a complaint of discrimination, write to USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue,
S.W., Washington, D.C. 20250-9410, or call (800) 795-3272 (voice) or (202) 720-6382 (TDD).  USDA is an equal opportunity provider and employer.

DATE
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