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普洱で昆明向け『キョンシー肉』を押収 牛肉には異臭とウジが 
食品伙伴网 news.jcrb.com 2015-07-03   来源：春城晚报  作者：黄兴鸿 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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ニュースのコア： 昨 7 月 2 日未明、普洱市江城ハニ族自治県辺境防衛大隊の官兵が、管轄区の密輸取締チ

ェックポイントで、5 両からなるバナナ輸送をカバーにしていた車両を検査したところ、141 トンの冷凍牛

肉や鶏肉を押収したが、その中には、既に異臭を発する冷凍製品もあり、ウジが湧いていた。 情報によれ

ばこれは、普洱で最近押収された密輸冷凍製品事案では 3 番目のものとなり、押収した冷凍製品は 751 ト

ン、これら貨物の目的地は全て昆明であった。 
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昨 7 月 2 日未明、普洱市江城ハニ族自治県辺境防衛大隊の官兵が、管轄区の密輸取締チェックポイントで、

5 両からなるバナナ輸送をカバーにしていた車両を検査したところ、141 トンの冷凍牛肉や鶏肉を押収した

が、その中には、既に異臭を発する冷凍製品もあり、ウジが湧いていた。 情報によればこれは、普洱で最

近押収された密輸冷凍製品事案では 3 番目のものとなり、押収した冷凍製品は 751 トン、これら貨物の目

的地は全て昆明であった。 

 

検査： 5 車両に 100 トン以上の冷凍肉 

普洱の辺境防衛民警の情報によると、7 月 2 日未明、彼らは思茅市江城路で取り締まりをしていたところ、

1 時 30 分前後に幌を厳重に被せた一両の大型トラックをチェックポイントに誘導した。 

 

大型トラックが検査を受けた際、運転手は車上の貨物はバナナだと称していた。「私が、幌をはずして中を

見せろと言ったところ、運転手は『面倒くさいから、やめておこうよ』と言ってダラダラとごねていまし

た。」 この民警が、その要求を堅持して、幌を開けさせ、懐中電灯で中を照らしてみたところ車上にはバ

ナナの段ボール箱が確かに積まれていた。『ただし、よく見て見ると、紙箱上の図は模糊としており、車に

上っての詳細な検査をすることにしました。』 

 

辺境防衛民警は、記者に対し、一つの段ボール箱を開けてみたところ中にはバナナが入っておらず、冷凍

牛肉と鶏肉が入っており、運転手は、検疫検査などの関連書類を提出できなかった。民警は一両目のトラ

ックを調べていたが、さらに 4 両の大型トラックがやってきた。「第二両目も第三両目も同様にバナナのカ

バーをしていましたが、調べると全てが冷凍製品だったのです。」 民警は、「その際、残る二両の運転手た

ちは積荷が冷凍製品だと夫々に答えました。 調査を通じて、5 両の車で 58 トンの牛肉、83 トンの鶏肉を

運んでいたことが判明し、うち一部の牛肉は既に異臭を放っており、ウジ虫が湧いていました」と語る。 

 

交代： ボスが運転手を指揮管理 

運転手 5 人の説明によれば、彼らはボスからの電話を受けたのち、江城県曲水の貨物のところに行ったが、

これらの貨物は、国外から小型トラックで輸入されたものだった。ボスが誰なのか、運転手たちは皆知ら

ないと言う。全て電話で連絡をとっており、貨物を昆明に運び込んだところで人がきて荷を受け取り運送

費も支払っていた。 

 

7 月 1 日夜 7 時 30 分ごろ、江城辺境防衛大隊江城辺境チェックポイントの官兵は、勐腊（メンラー）から

墨江方向に向かう路上チェックポイントで取り締まりをしていた際に、10 両の大型トラックから 28 トン

の冷凍牛肉、鶏の足 28 トン、豚肉 112 トンを押収した。 運転手の供述によれば、貨物は見知らぬ男から

電話で委託されて、景洪大勐龍のとあるゴムに見せかけた貨物は、江城や墨江を経て昆明に送られる予定

だったという。 
 

この他、瀾滄辺境防衛大体の官兵は、6 月 26 日深夜 0 時 30 分ごろ、11 両合計 330 トンの冷凍牛肉や牛の

胃袋、豚足等を押収した。 パッケージを見ると、主に米国やオーストラリア、ウルグアイ、ブラジルなど

から持ち込まれたものだった。運転手の情報では、貨物は景洪大勐龍で積み込まれ、昆明に行く予定だっ

たという。 
 



供述： チェックポイントを避けて昆明に 

情報によれば、今年に入ってから普洱市辺境防衛支隊は、十分にその職能作用を発揮しており、辺境の密

輸という違法犯罪を厳しく摘発しており、これまでに取り締まった冷凍製品密輸事案は、30 件にのぼり、

押収した冷凍製品も 2260 トンとなっている。 冷凍製品は主に、国外から輸入されており、ボスは一般的

に運転手をリモコン操作しているが、一両当たり 30 トン前後の運送費は 8000 元から 12000 元等色々だ。 

これまでの 30 件の事案を総合してみると、密輸冷凍製品の主要なルートは二つある。 一つは西双版納（シ

ーサンパンナ）や普洱辺境一帯で貨物を積み込み、瀾滄や景谷、寧洱、墨江を経て昆明に入るルート；もう

一つは、貨物積載後に江城や墨江を経て昆明に至るものとなっていた。 

 

暴利：  鶏の足はキロ当たりわずか 2～3元 

昨日午後、記者は普洱市人民政府の密輸取締弁公室に連絡を入れ、黄姓を名乗るスタッフが記者に答えて

くれたところでは、弁公室は、公安や税関、公証部門など多くのメンバーからなっているという。 今年に

入ってから普洱では 2000 トン超の密輸冷凍製品を押収しているが、これらの冷凍製品は、最終的には昆明

において省の密輸取締弁公室に引き渡されて無害化処理されているという。 

彼は、更に、密輸された鳥の足や手羽先肉は国外でキロ当たり 2～3 元で取引されているという。 記者の

得た情報では、現時点で普洱市場にある鳥の足や手羽先の卸売価格は、夫々23 元と 27 元となっている。 

インタビュー中、普洱辺境防衛隊は、密輸犯罪撲滅は今後も続けて行くと語った。 

本報記者 黄興鴻 

通信員 張宏輝  滕妍 撮影報道 

 

http://news.foodmate.net/2015/07/317093.html 
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普洱查获发往昆明“僵尸肉” 牛肉发臭爬出蛆 
食品伙伴网 news.jcrb.com 2015-07-03   来源：春城晚报  作者：黄兴鸿 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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核心提示：昨天凌晨，普洱市江城哈尼族彝族自治县边防大队的官兵，在其辖区缉查点，连续从 5 辆打着拉香蕉幌

子的大货车上，查获 141 吨冷冻牛肉、鸡肉，其中一些冻品已经发臭，蛆虫都爬了出来。据了解，这是普洱边防近

期查获的第三起涉嫌走私冻品案，共查扣冻品 751 吨，这些货物的目的地都是昆明。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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上，查获 141 吨冷冻牛肉、鸡肉，其中一些冻品已经发臭，蛆虫都爬了出来。据了解，这是普洱边防近期查获的第

三起涉嫌走私冻品案，共查扣冻品 751 吨，这些货物的目的地都是昆明。 

 

检查：  5 辆车拉 100 多吨冻肉 

据参与查缉的边防民警介绍，7 月 2 日凌晨，他们在思（茅）江（城）路进行查缉，凌晨 1 时 30 分许，一辆篷布拉

得严严实实的大货车到了检查点。 

大货车停车接受检查时，司机称车上拉的是香蕉。“我叫他把篷布拉开看看，司机弄了半天告诉我比较麻烦，还是

算了。”边防民警说，在他们的坚持下，篷布拉开了一点，用手电筒一照，发现车上的确是一些香蕉纸箱。“不过我

仔细一看，发现纸箱上的图案比较模糊，于是决定上车进行仔细检查。” 

边防民警告诉记者，当他打开一个纸箱时，发现里面没有香蕉，而是冷冻牛肉和鸡肉，但司机没能出示检验检疫等

相关手续。民警正在检查第一辆大货车时，又相继开来了 4 辆大货车。“第二、第三辆同样打着拉香蕉的幌子，其

结果查到的都是冻品。”边防民警说，这时，剩下两辆车的司机主动交代他们车上拉的也是冻品。通过调查，5 辆车

共拉了 58 吨牛肉、83 吨鸡肉。其中一些牛肉已经发臭，蛆虫都爬出来了。 

 

交代：  老板遥控指挥司机 

据 5 名司机交代，他们接到老板电话后，到江城县曲水拉的货，货物是从国外用小货车偷运入境的。老板是谁，司

机们都说不知道，一直都是电话联系的，并称货物拉到昆明后会有人来接货，并支付运费。 

而在 7 月 1 日晚 7 时 30 分许，江城边防大队江城边境检查站的官兵，在勐腊前往墨江方向的路上查缉时，从 10 辆

大货车上查获冻品牛肉 28 吨、鸡脚 140 吨、猪肉 112 吨。据司机供述，货物受一陌生男子电话委托，在景洪大勐

龙一处橡胶地里装的货，打算经江城、墨江后送至昆明。 

此外，澜沧边防大队的官兵，在 6 月 26 日凌晨零时 30 分许，查获 11 车共计 330 吨的冷冻牛肉、牛肚、鸡脚、猪

脚。从包装看，主要来自美国、澳大利亚、乌拉圭、巴西。据司机介绍，货物在景洪大勐龙装的车，打算运往昆明。 

http://news.foodmate.net/2015/07/317093.html


 

讲述：  避开检查点到昆明 

据介绍，今年以来，普洱市边防支队充分发挥管边控边职能作用，严厉打击边境走私违法犯罪活动，截至目前，共

查获涉嫌走私冻品案 30 起，查扣冻品 2260 吨。冻品主要来自境外，老板一般都遥控指挥司机，每辆车拉 30 吨左

右，一趟运费 8000 元至 1.2 万元不等。 

综合目前的 30 起案件看，走私冻品主要走两条线路。一条线由西双版纳、普洱边境一带装货，然后绕道澜沧、景

谷、宁洱、墨江，最后到昆明；另一条线是装货后走江城、墨江到昆明。 

 

暴利：  走私鸡爪每公斤两三元 

昨天下午，记者联系了普洱市人民政府打私办，一名黄姓工作人员告诉记者，打私办有公安、海关、工商等多个成

员单位。今年以来，普洱共查处 2000 多吨走私冻品，这些冻品，最终运到昆明交省打私办进行无害化处理。 

他还介绍，走私的鸡脚、鸡翅在境外每公斤价格约两三元钱。而据记者了解，目前普洱市场上鸡脚、鸡翅的批发价

分别在 23 元和 27 元。 

采访中，普洱边防表示，还会一如既往地严厉打击走私违法犯罪活动。 

 

本报记者 黄兴鸿 

通讯员 张宏辉 滕妍 摄影报道 
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