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□■タイへの食品輸出に係る FDA登録について■□ 

 

 こんにちは、島根ビジネスサポートオフィスの辻です。タイでは 2000年ごろから日本食ブームが続いており、町

中のスーパーマーケットなどでも日本製の輸入食品を目にすることも珍しくありません。今回はタイに食品を輸入

する際に必要な FDA の登録制度についてご説明します。 

【FDA とは】 

FDAは正式名称を Food and Drug Administration（食品医薬品局）といい、タイの保健省の内局

のひとつです。FDAは以下のものの輸入を規制の対象としており、多くの場合、タイへ輸入するためには輸入

者が FDA へ登録申請を行い、認証を受ける必要があります。 

・食品 ・薬品 ・化粧品 ・医療機器 ・麻薬 ・危険有害物 ・ハーブ製品 

 

【食品の輸入について】 

＜食品の定義と分類＞ 

FDAは食品の定義を「生命を維持する食用のもの」としており、詳しくは次のように説明しています。 

（１）固形、液体に関わらず、口やその他の器官から食べる、飲む、吸引すること等により体内に入ることが

できるものであること。（但し、法律で定められた薬品や向精神剤、麻薬は 含まれない） 

（２）食品添加物や着香料、着色料を含む食品類とそれらの生産に使用される材料。 
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食品は以下の４つに分類されています。（グループ４は FDA への登録の必要なし） 

食品グループ 分類 内容 例 

グループ１ 特定管理食品 

・消費者の健康衛生に甚大/かなり大

きなリスクがあり、消費者を死亡させる

可能性がある食品 

・食品添加物、チクロ、ステビア等の複

数の多種食品生産と併用する食品/

化学物質 

・乳児用食品 

・乳幼児用食品 

・牛乳 

・体重管理食品 

グループ２ 品質規格管理食品 

・発酵食品、栄養価や安全面に影響

を及ぼす食品 

・ 消費者の健康衛生にただちに重大

な影響を及ぼさないが、長期的には消

費者の健康衛生に重大な影響を及ぼ

す可能性のある生産プロセスを経る食

品 

・ 製品の消費者に対する安全確保の

ために生産プロセス管理を実施する必

要のある食品 

・コーヒー 

・チョコレート 

・蜂蜜 

・ジャム 

・ゼリー 

・食品サプリメント 

グループ３ 表示管理食品 

・ 食品添加物の仕様が厳格に規制さ

れており、微生物の繁殖に適さない環

境が保たれているために危険性の低い

食品 

・ 一部に管理が不十分な生産プロセ

スがあったとしても製品の消費者の健

康衛生に対する危険性がかなり低い

食品 

・パン 

・ソース 

・肉製品 

・インスタント食品 

・レトルト食品 

・飴 

グループ４ 一般食品 

・上記 3 種類以外の食品 

（健康衛生に対する危険性の低い食

品） 

 

  

 このように食品によって細かく分類がされていますが、実際には基準や定義があいまいなものもあり、申請を行

う際に FDA の判断を仰ぐ必要がありますのでご注意ください。 
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＜食品輸入許可申請＞ 

FDA への登録申請を行う前に、輸入者は食品輸入許可申請を行い、食品輸入許可証を取得しなければ

なりません。食品輸入許可申請に必要な書類は以下の通りです。 

・申請書 

・申請書署名者の家屋住居登録（コピー） 

・申請書署名者の ID カード（コピー） 

・事業執行者の ID カード（コピー） 

・納税者証（コピー） 

・商務省登記簿（コピー、6 ヶ月以内に発行のもの）※ 

・株主名簿（コピー）※ 

・委任及び実施者任命書※ 

・輸入施設設置場所を示す地図 

・輸入施設の家屋住居登録（コピー） 

・食品保管施設の設置場所を示す地図 

・食品保管施設の家屋住居登録（コピー） 

・半径 100m以内の食品保管施設隣接建設物の図面 

・食品保管施設内部の図面 

※申請者が法人の場合 

通常、書類に不備がなければ 1週間ほどで許可がおりますが、規制が厳しい特別管理食品の場合は 30日

以上を要し、その間食品庁からの質疑応答などの手順をふむ必要があるケースもあるようです。 
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＜FDA への登録申請＞ 

 食品輸入許可を所得した後は、FDA へ食品登録の申請を行います。食品登録に必要な書類は以下の通

りですが、申請書や書類の事前確認や申請中の審査によって不備が指摘された場合、修正して再度申請を

やり直すことになります。 

－グループ１ 特定管理食品－ 

・食品調理法登録申請書 

・食品輸入許可申請証明書 

・食品成分分析結果レポート 

・生産方法及び成分 

・その他の情報（例：幼児用ミルク、サプリメント等） 

・食品表示のサンプル 

・製品サンプル  

・生産施設に関する証明書※ 

 

－グループ 2 品質規格管理食品－ 

－グループ 3 表示管理食品－ 

・食品登録/食品詳細申告申請書 

・食品輸入許可申請証明書 

・生産施設に関する証明書※ 
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※の「生産施設に関する証明書」については、 

①国際食品規格（Codex）に定められた食品衛生一般原則 

②HACCP 

③ISO 

④上記に準じる品質認証 

のいずれかが必要となりますが、日本の場合、保健所の製造工場許可が④の資格として認められているので、

①～③の認証を取得していなくても④を使って申請をするケースが多いようです。認証はタイ語もしくは英語で

ある必要があります。 

上記の通り、輸入許可や FDA の登録をするためには書類も多く、手続きも非常に煩雑ですが、さらに難しくし

ている要素として「担当官の判断により分類が異なったり、追加書類が必要になる」ケースがあるということで

す。全てのケースではないものの、「担当官によって言うことが違う」ということもあるようです。これらの手続きは輸

入者（タイ側）が行うことですが、書類の準備などは輸出者（日本側）がしなければなりません。日本食が

好まれるタイの市場に参入するためには、「折れない心と根気」が必要不可欠なのです。 

＜終わりに＞ 

ついハードルをあげてしまうようなことを書いてしまいましたが、冒頭にも書きました通り、タイでは日本食が非常に

好まれていて、今後も市場は広がっていくと思われます。タイへ輸出するための手続きは大変ではありますが、

現地で FDA の申請代行やサポートを行っている日系企業もあります。当サポートオフィスでもご紹介することが

可能ですので、ご興味をお持ちの方はぜひともご相談ください。 
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□■インドネシア基本情報と日系企業進出状況■□ 

 

 インドネシアは今年 6月中旬頃から感染が再び拡大し、ピークの 7月 15日には 1日当たりの新規感染

者が 5万 6千人となりました。 その後減少に転じ、8月 4日現在では 35,000人台となっています。新規

感染者が増加した時には、日本人駐在員のチャーター便による帰国などが日本でもニュースになっていたと思い

ますが、実際のインドネシアはどのような国なのか、日系企業はどんなところが進出しているのかご紹介したいと

思います。 

＜インドネシア基本情報＞ 

インドネシアは 13,000 を超える島々からなる世界最大の島国です。人口も 2.67億人と世界 4位の人口

を誇り、その平均年齢は約 30歳です。生産年齢人口（15－64歳）が従属人口（14歳以下、65歳

以上）の 2倍以上となる人口ボーナス期は、日本は 1995年に終了してしまいましたが、インドネシアは

2030年まで続くといわれており、市場としての魅力も備えて

います。 

 人口の内、約 88％がイスラム教を信仰しているといわれま

す。イスラム教は日常生活に関わり合いのある戒律も多く、主

なものとしては 1日 5回のお祈り（明け方、午前中、午後、

日没後、就寝前にメッカに向かってお祈りをしなければならな

い。また男性のみ、金曜日の 12時に礼拝がある。）、ラマダ

ン時期の断食（１年に１度、４週間断食が行われる。この

期間日の出から日没まで、一切飲食ができない。）など、ビジ

ネスを行う上で理解しておく必要があるものも存在しています。

また、イスラム教以外にもヒンズー教、キリスト教、仏教、儒教

などを信仰する方々がいます。 

民族も宗教と同じく多様な民族が暮らし、「多様性の中の統一（Bhinneka Tunggal Ika）」のスロー

ガンの下、各民族の独自な文化や伝統の継承を認め、どの民族も対等な立場で扱われるべきという多文化

主義を採用している国でもあります。 

高層ビルが林立する首都ジャカルタ 



 

 

  2021年７月 

Page 7 of 15 

 

島根・ビジネスサポート・オフィス便り vol.83 

 

vol.65 

vol.65 

 

＜インドネシアの政治体制＞ 

インドネシアの政治体制は大統領制で、現職のジョコ・ウィドト大統領は 2019年に再選され、5年任期の

2期目に入っています。2019年 10月の就任時演説では 2045年のインドネシアの姿として以下の 4 つの

方針を伝えました。 

1.「中所得のわな」から脱出する 

2. 1人あたり GDP（年間）が 3.2億ルピア（約 22,400 ドル） または（月間）2,700万ルピア（約

1,890 ドル）を達成する 

3.名目 GDP を 7兆ドルとし、世界の 5大経済国に入る 

4.国民の貧困率をゼロとする  

この実現に向けて、任期中の大きな政策のひとつは首都移転です。2021年から建設に着手して、2024

年に政府一部機能や議会の移転を開始、完全な首都移転はインドネシア独立 100年となる 2045年を目

指しています。コロナの影響で計画は遅れていますが、2021年度新首都開発費用も予算拠出が決まり、現

実味を帯びてきました。 

新首都は、政治の中心となり、経済は引き続きジャカルタが中心になる見通しです。首都移転の主な理由

は世界一ひどいといわれる交通渋滞の解消、現首都ジャワ島とその他の島の間で経済格差を広げず、インドネ

シア全体的な発展を目指す、地下水の汲み上げと水をリサイクルできていないことが原因とした地盤沈下と温

暖化による海面上昇の影響を受けたジャカルタ水没の危機の回避などがあげられます。 

＜インドネシアの経済＞ 

インドネシアは各種天然資源を豊富に有し、巨大な消費地であることから、有望な市場と注目を集めていま

す。一人あたり GDPは ASEAN において中位ですが、名目 GDPは ASEAN 経済の 4割を占めています。 

また個人の所得は 2000年から 2020年にかけて大きく伸び、中間所得層（世帯所得 5,000～

34,999US$）が、2000年の約 30％から 2020年には 70.3%へと成長しています。 
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1990年代前半まで、直接投資が労働集約型の製造業を中心に活発化し、輸出型製造業が高成長の

源でした。アジア通貨危機以降、周辺国と比べて投資環境上の障害が大きいとみられるインドネシアへの外国

直接投資の低迷等を背景に、輸出型製造業は伸び悩みました。 

  産業構造において、豊富な天然資源を背景に外貨を獲得してきた為、天然資源の相場価格に依存した

経済構造となっており、今後は資源輸出依存型経済からの脱却が求められています。 

＜日系企業進出状況＞

 

世帯別所得分布 出所：経済産業省 

出所：JETRO インドネシア進出日系企業リスト（2020年 1月） 
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2020年の JETRO の調査では 1489社（製造業 871 社 ・非製造業 618社）の日系企業が進出

していました。タイの日系企業は 5800社を超えているので、人口が 2億 7000万人もの国にもかかわらず

企業数としては少ない状況です。 

 一つには前述したように豊富な天然資源を背景に資源輸出型経済であることも理由ですが、もう一つは厳

しい外資規制が要因です。 

①会社法上の資本金規定と外資の資本金規定 

インドネシアの会社法上では最低授権資本 は 5,000万ルピア （約 36万円）となっています。しかしこれ

が外資となると 

■投資調整庁長官規定 2015年 4号  

・土地建物を除く投資額合計が 100億ルピア以上（約 7150万円以上） 

・資本金 25億ルピア以上（約 1800万円以上） 

 ■投資調整庁長官規定 2017年 13号  

・統合型住宅・ビル開発を行う不動産開発会社については、土地建物への投資額 100億ルピアに含める  

・外資企業(1％でも外資出資があれば外資企業扱い）は、規模の大小に関わらず「大企業」に分類さ

れ、純資産 100億ルピア以上もしく は売上高 500億ルピア以上（約 3億 6000万円）の条件を満たす

必要がある  

となり、中小企業にとってこの

規定が高いハードルの一つとな

っています。 

さらに外資が参入できない業

種もネガティブリストとして細かく

規定されています。 
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しかし、この規制も現政権の間に 2回緩和され、さらには 2020年 2月には雇用創出を目的としたオムニ

バス法案が国会に提出され、さらなる緩和の方向に進みました。 

その後、2020年 11月 2日にジョコウィ大統領の署名により、既存の 70以上もある法律をひとまとめにし

て、雇用創出を促すための「雇用創出オムニバス法」が成立し、2021年 2月には、雇用創出法の細則

（施行規則）となる政令 45本と大統領規定 4本の計 49本が公布されました。 

しかし、外国資本企業（PMA）の最低資本金については今回のオムニバス法では触れられておらず、従来

どおり 1 事業につき最低 100 億ルピア、最低振込額は 25%については変更がありませんでした。外国企業

にとってインド ネシア投資のハードルが下がったとは言えない状況です。投資禁止業種は、20 業種から以下の 

6 業種 へと削減され、禁止業種での内資と外資の区別は廃止されています。（①大麻栽培・麻酔製造、②

賭博・カジノ、 ③ワシントン条約付属書に記載のある魚種捕獲、④珊瑚礁の利用・採取、⑤科学兵器製

造、⑥オゾン層を破 壊する化学原料製造） 

日系企業にとっては引き続き進出ハードルは高い状況にありますが、アフターコロナにどのような変化が起きる

のか、引き続き注目していきたいと思います。 
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□■地域別に見るタイ料理■□ 

  

 こんにちは。島根ビジネスサポートオフィスの八木です。 

 タイには、2021 年にミシェランの星を取得しているレス

トランが 26店（1つ星 20店、２つ星 6店）あります。

料理のジャンルで見ると、8 店がフランス、２店が日本の

寿司屋、あと 16 店はタイ料理です。タイ料理という括り

ではあるものの、星を獲得しているのは創作タイ料理であ

り、日常の中で食べるような、皆さんがタイ料理と聞いて

イメージされるような「The タイ料理」からは、その値段も

見た目も大きく異なります。味は間違いないかと思います

が、料理の画像を見る限り、これが本場のタイ料理かと

聞かれると首をかしげます。やはり、タイ料理のといえば、

「暑い暑い」、「辛い辛い」と汗を拭きながら、食べるタイ料理ではないでしょうか。私がすぐに浮かぶのは、トムヤ

ムクン、カオパッド、ソムタム、シーフードです。順に、（世界 3 大スープの）エビ入り（辛い、旨い）スープ、焼

き飯、青パパイヤのサラダ、魚介類です。 

 タイには地方料理が多く存在しており、首都であるバンコクでは各地方の料理をすべて楽しむことができます。

しかし、地方に行くと勝手が違います。普段バンコクで何気なく食べている料理が実は地方料理で、訪れた地

域ではメジャーでない、ということが起こりうるからです。今回は、そんなタイの料理を地域ごとに分けて、それぞれ

の特徴と合わせてご紹介いたします。 

【地域別に見るタイ料理の特徴】 

 チェンマイを中心とした北タイ料理は、脂が多めながらもマイルドな味の

タイ料理です。後述の東北タイ料理と比較して、上品な味で、山で取

れる山菜やキノコを豊富に使う料理が多いです。代表的な料理として

は、ゲーン・ハンレー（ミャンマー風ポークカレー）やサイコウ（ハーブソー

ソムタム（青パパイヤのサラダ） 

北タイ料理 カオソーイ 
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セージ）などが挙げられます。丸いお膳にいろいろな料理を載せて取り分ける「カントーク」も有名です。麺類の

カオソーイは、中華料理（中国雲南省）の影響を受けています。脂でさらっと揚げた緬を使ったカレー風味の

堅焼きスープ緬です。 

 東北タイ料理は、その辛味と塩味の強さが特徴です。ソムタム（青パパ

イヤのサラダ）やラープ（ひき肉サラダ）、ガイヤーン（鶏炭火焼き）とい

った素朴な料理が有名です。東北タイ料理は、国境を接するカンボジアの

影響を受けています。東北タイ地域は、タイ語でイサーンと呼ばれ、面積

も人口もタイの 1/3 を占めるエリアです。このイサーン地域からバンコクに

出稼ぎに来ている人たちが多くいます。人口統計はありませんが、バンコク

の人口公称 12-15百万人の内、最低でも 1/3は、イサーン出身者、

或はその第二、三世代と言われています。そのため、その他の地域の料理

と比べると、東北タイのイサーン料理はバンコクでも日常的に食されていま

す。バンコク生まれ、バンコク育ちのタイ人の友人に「タイ料理でソムタムが

好き？それタイ料理じゃないよ。イサーン料理だよ」と言われました。それだ

け、イサーン料理というのは、タイの地方料理の中でも一線を画す存在感

があります。 

 海に囲まれた南部は、豊富な魚介類を使った料理が特徴です。生臭さを消すため、ターメリックなどのスパイ

スを使った辛い料理が多く、南部の料理がタイ料理でも最も辛いと言われています。隣国マレーシアのイスラム

文化の影響を受け、スパイスを多用した料理が多いです。ゲーン・タイプラー（魚の内臓を使ったカレー）やカ

ーオ・ヤム（ライスサラダ）、ゲーン・マサマン（スパイシーなイエローカレー、マサマン・カレー）などが有名です。

このマサマン・カレーも日本では若い女性に人気が出てきていると

聞いています。 

 バンコクを含む中央部は、以上全ての料理の影響を受けながら

比較的マイルドで甘みのある味のタイ料理です。これらを細長い

「うるち米」と一緒に食べるのが一般的です。又、米粉の麺の種

類も豊富です。私の好きなのは、バミー（卵を絡めた、拉麺の

緬）です。タイ人が圧倒的に好きなのは、クワイテイアオ。3種類

の太さがあり、太い順に、セーン ヤイ(太い)、セーン レック（細

東北料理 豚のラープ 

バミー 
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さ中間）、セーンミー（細い）。日本の春雨と同じウーンセーンもあります。日本人が蕎麦、拉麺が好きな以

上に、タイ人は麺類が好きです。 

 性格はおおらかなタイ人ですが、料理には「緻密さ」を求めます。タイ料理は 5 つの味覚から成り立っていると

言われる「複雑」さを持つ料理です。まずは「辛味」。タイ料理と言うと「辛い料理」と言いうイメージを皆さんお持

ちかと思います。唐辛子や胡椒が味にピリッと刺激を加えます。東北タイの辛みは主として唐辛子、南タイの辛

みは主として胡椒かと思われます。辛さは癖になり、より強い辛さに挑戦したくなります。次に「酸味」。ライムやタ

マリンドでさっぱりとした風味になります。「甘み」は、ココナッツミルクやパームシュガーなどのまろやかな甘みです。 

甘い料理が多いのがタイ料理です。デザートの豊富さと甘さは驚きです。糖尿病の人が多いのか、健康に気を

付ける人が多くなってきたのか、バンコクの都会人は、よりマイルドな甘さを求めるようになってきています。「塩

味」は、ナンプラー（魚醬）や塩を使います。そしてなんと言っても欠かせないのが「旨味」。エビ味噌やナンプラ

ーなどが、味にコクを加えます。さらに、レモングラス、コブミカン、パクチーなどで「香り」を添えるのがタイ料理の特

徴です。 

 近年日本では、さまざまなエスニック料理が流行により、タイ料理店が増えており、パクチーブームが到来したと

も聞きました。観光立国であるタイですが、旅先での食との出会いも旅行の醍醐味の 1 つだと思います。コロナ

禍で海外への旅行ができない状況にありますが、近い将来に海外への渡航が可能になった際には、

地方グルメを求めてタイ旅行の計画をされるのはいかがでしょうか。 
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※別紙に、年内に開催予定のタイ・インドネシア・ベトナムの展示会情報をまとめました。 

サポートオフィスでは、現地で開催される展示会へのアテンドも行っております。 

関心のある展示会がございましたら、お気軽にご連絡ください。 
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 タイ経済指標 

項目 単位 2018 2019 2020 2021 

GDP成長率  前年比（％） 4.2 2.4 -6.2 -2.6（1～3月） 

人口* 千人 67,869 68,021 68,152 68,161（1月） 

労働者の数* 千人 38,353 38,207 39,451 38,750（3月） 

失業率** ％ 1.06 0.99 1.62 1.96（3月） 

最低賃金*  バンコク バーツ／日 325 325 331 331 

         チョンブリー  
330 330 336 336 

         アユタヤー  
320 320 325 325 

         ラヨーン  
330 330 335 335 

賃金：全国製造業の平均 バーツ 12,831 13,131 13,562 13,388（3月） 

インフレ率** 前年比（％） 1.06 0.71 -0.84 0.92（6月） 

中央銀行政策金利* ％ 1.75 1.25 0.50 0.50（8月） 

普通貯金率** ％ 0.47 0.47 0.31 0.25（7月） 

ローン金利(MLR) ** ％ 6.32 6.29 5.60 5.42（7月） 

SET指数* 1975年：100 1,563.8 1,579.84 1,449.35 1521.92（7月） 

バーツ／100円** バーツ 29.26 28.48 29.33 28.77（7月） 

バーツ／米ドル** バーツ 32.31 31.05 31.29 31.06（7月） 

円／米ドル** 円 110.4 109 106.8 108.1（7月） 

車販売台数（1月からの累計） 台数 1,041,311 1,019,602 779,857 392,969（6月） 

BOI認可プロジェクト 件数 1,469  1,500 1,501 801（1～6月） 

BOI認可プロジェクト金額 10億バーツ 549.48 447.36 361.41 263.84（1～6月） 

*期末、**平均 

 


