
様式第１号【第５条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長 あて

（申請者）

住 所

名 称

氏 名

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書交付申請書

このことについて、タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書交付要領に基づき、

下記のとおり申請します。また、証明書の交付を受けた施設の名称、品目、証明書交付

日や認定の有効期限等については、東北農政局及び農林水産省において公表されること

に同意します。

記

※タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領の第４、又はタイ向けメロン等の生果実輸出

検疫実施要領の第４により申請し登録された施設番号。

（申請中又は未登録の場合には、「申請中」又は「未登録」と記載すること。）

【添付書類】 選果・こん包施設の位置図（地図等の写し）

施設の名称

（英語表記を併記）

施設の所在地及び連絡先

（所在地については英語

表記を併記）

取扱

品目

登録選果

こん包施設

番号※

証明書原本の

写しの交付

希望枚数

（10 枚以内）

担当者連絡先

住 所：

氏 名：

メールアドレス：

ＴＥＬ：（ ）－（ ）－（ ）



様式第２号【第７条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

申 請 者 様

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設認証通知書

令和 年 月 日付け（番号）により申請のあったこのことについて、タイ王国向け

青果物の選果・こん包施設の証明書交付要領第６条の規定に基づき審査した結果、認証

基準を満たしていると認めらることから、同要領第７条の規定に基づき、証明書を交付

します。

なお、原本（１部）は申請者が保管し、タイ王国向けの青果物輸出にあたっては、県

が交付する証明書原本の写しを使用してください。

【添付書類】

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書（原本） １部

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書原本の写し ○部

認証年月日 認証施設番号 施設名 品目名 有効期限

年 月 日 年 月 日



【証明書記載例】

Certification of Compliance
with the Criteria of Exporting

Fresh Fruits and Vegetables to Thailand

Details of the sorting and packing facility
1. Name of the Facility:
2. Address:
3. Name(s) of commodity(-ies):
4. Facility Number:

Based on the Administrative Circular “ Consideration for Prefecture ’ s
Certification for Facilities which Perform Sorting and Packing of Fruits and Vegetables
for Export to Thailand2 ” issued on June 18, 2019 by Counsellor, Export
Promotion Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture,
Forestry, and Fisheries, the Government of Japan the undersigned certifying
official certifies that this facility as above has been audited by Akita
Prefectural Government and complies with the required level prescribed by
the Notification of the Ministry of Public Health of Thailand Number 386,
B.E. 2560 (2017) for the production process, equipment and utensils for
production and storage.

Date of Auditing:
Date of Issue:
Date of Expiry:
Name of Certifying Official and Title:
Official seal (Stamp) of organization:

○○ ○○○

Director,Sales Strategy Office,

Agricultural Economy Division,

Department of Agriculture,Forestry,and Fisheries,

Akita Prefectural Government

Stamp



【証明書仮訳】

タイ向け生鮮野菜・果物の輸出に係る適合証明書

選別・梱包施設の詳細

1. 施設名
2. 住所
3. 品目名
4. 施設番号（登録選果こん包施設番号）

証明を行う下記の行政官は、上記に記載された本施設が、タイ王国向け青果

物の選別及び梱包施設に係る証明書を都道府県が発行するにあたっての留意事

項について２（令和元年６月18日付け事務連絡 農林水産省食料産業局輸出促

進課参事官）に基づき、【秋田県】により検査され、製造方法、製造及び保管

における設備及び用具に関する仏歴2560年（2017年）保健省告示第386号に規
定される要求水準に適合していることを証します。

検査年月日

発行年月日

失効年月日

証明を行う行政官の氏名及び役職

サイン又は公印

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

○○ ○○（室長の印）



様式第３号【第 11 条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長 あて

（申請者）

住 所

名 称

氏 名

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書記載事項変更申請書

令和 年 月 日付け農経－○○で証明書交付を受けたことについて、下記のとおり

内容を変更したく、申請します。

記

認証年月日 認証施設番号 施設名 品目名 認証有効期限

年 月 日 年 月 日

変更内容 変更理由



様式第４号【第 12条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長 あて

（申請者）

住 所

名 称

氏 名

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書原本の写しの追加交付申請書

令和○年○月○日付け農経－○○で証明書交付を受けたことについて、下記のとおり

証明書原本の写しの追加交付を申請します。

記

認証

年月日

認証施設

番号
施設名 品目名

交付希望枚数

（10 枚以内）

申請担当者連絡先

住 所：

氏 名：

メールアドレス：

ＴＥＬ：（ ）－（ ）－（ ）



様式第５号【第 12条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

申 請 者 様

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書原本の写しの追加交付通知書

令和 年 月 日付（番号）により申請のあったこのことについて、原本と写しが相

違ないことを証明し、交付します。

【添付書類】

原本証明したタイ王国向け青果物の選果・こん包施設証明書の写し

交付年月日 認証施設番号 施設名 品目 複写枚数

年 月 日



【証明書原本の写し】記載例

Certification of Compliance
with the Criteria of Exporting

Fresh Fruits and Vegetables to Thailand

Details of the sorting and packing facility
1. Name of the Facility:
2. Address:
3. Name(s) of commodity(-ies):
4. Facility Number:

Based on the Administrative Circular “ Consideration for Prefecture ’ s
Certification for Facilities which Perform Sorting and Packing of Fruits and Vegetables
for Export to Thailand2 ” issued on June 18, 2019 by Counsellor, Export
Promotion Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture,
Forestry, and Fisheries, the Government of Japan the undersigned certifying
official certifies that this facility as above has been audited by Akita
Prefectural Government and complies with the required level prescribed by
the Notification of the Ministry of Public Health of Thailand Number 386,
B.E. 2560 (2017) for the production process, equipment and utensils for
production and storage.

Date of Auditing:
Date of Issue:
Date of Expiry:
Name of Certifying Official and Title:
Official seal (Stamp) of organization:

○○ ○○○

Director,Sales Strategy Office,

Agricultural Economy Division,

Department of Agriculture,Forestry,and Fisheries,

Akita Prefectural Government

Stamp

I certify that this is a true and correct copy of the original certification.

Date of Issue：

Name of Certifying Official and Title：

○○ ○○○ Director,Sales Strategy Office,Agricultural Economy Division,
Department of Agriculture,Forestry,and Fisheries,
Akita Prefectural Government

Stamp



【証明書原本の写し 仮訳】

タイ向け生鮮野菜・果物の輸出に係る適合証明書

選別・梱包施設の詳細

1. 施設名
2. 住所
3. 品目名
4. 施設番号

証明を行う下記の行政官は、上記に記載された本施設が、タイ王国向け青果

物の選別及び梱包施設に係る証明書を都道府県が発行するにあたっての留意事

項について２（令和元年６月18 日付け事務連絡 農林水産省食料産業局輸出促

進課参事官）に基づき、【秋田県】により検査され、製造方法、製造及び保管

における設備及び用具に関する仏歴2560年（2017 年）保健省告示第386 号に
規定される要求水準に適合していることを証します。

検査年月日

発行年月日

失効年月日

証明を行う行政官の氏名及び役職

サイン又は公印

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

○○ ○○○（室長の印）

これが元の証明書の真正で正しいコピーであることを証明します。

原本証明発行年月日：

証明を行う行政官の氏名及び役職、公印：

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

○○ ○○○（室長の印）



様式第６号【第 15 条関係】

（ 番 号 ）

令和 年 月 日

申 請 者 様

秋田県農林水産部農業経済課販売戦略室長

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設の認証取消通知書

令和 年 月 日付け農経－○○で証明書を交付した施設について、認証を

取り消します。

認証年月日 認証施設番号 施設名 品目名

年 月 日

取消の事由



① 受付
年月日

② 施設の名称、
所在地及び連絡先

③ 施設の責任者氏名、
住所及び連絡先

④ 証明書に
記載の品目

⑤ 証明書に記載の
施設番号

⑥ 審査年月日
（再審査年月日）

⑦ 審査員の所属
及び職氏名

⑧ 審査結果
点数

⑨ 証明書の
交付年月日

⑩ 証明書の
失効年月日

⑪ その他
特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

様式第7号（第16条関係）

タイ王国向け青果物の選果・こん包施設　証明書交付一覧表


