
 
              

〔別紙様式１〕   

 

輸入公表三の７の（13）に基づく輸入に関する確認申請書 

 

経済産業大臣 殿 

   

申請者名  株式会社○○○○        

   

住  所  東京都○○区○○町×－×－×  

 

  電話番号  ０３－△△△△－△△△△    

 

※確 認 番 号                

  

※確 認 年 月 日                

 

※有効期間満了日                

   記名押印 

    又は署名  経済 太郎   印      

    資   格 代表取締役          

  申請年月日 平成○○年○○月○○日    

   

次の貨物の輸入の確認を申請します。 

   

関税率表 

の番号等 
商 品 名 数 量 船積地域 

0306.14 
 

0306.14 
 

冷凍したたらばがに 
 

冷凍したいばらがに 

      1,000  k g 
   

     500 
 

 

 

ロシア 

備  考 
 

 

当該貨物に対してロシア連邦漁業庁が発給した証明書の番号    ○○○○○○               

 

当該貨物に対して船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地を証明する書類等 

 

発給国・地域               番号                             

 

     □上記の内容について確認する。 

   □上記の内容について確認するに至らなかった。 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 

経済産業大臣の記名押印 

                                       資  格                             

                                        記名押印                     

代表者印又は

自署名 

商品名を記載する 

「冷凍した○○かに」 

B/L に記載された船積地域の国名を

記載する 

以下は、経済産業省において記載します 

必ず両面印刷で（裏面）も印刷してください 

 

 

経済産業省において記載します 

 

 

 

記載例 

【代表権を有する者（代表者）から委任を

受けた者（受任者）が申請する場合】 

社内授権証（委任状）を提出してください。

（次回以降は経済産業省が受け付けした社内授

権証（委任状）の写しを提出すること。） 

（注）輸入公表のその他の規定の一部改正の影響により、導入時期によっては、輸入公表の

番号が変わりますので、ご留意願います。 
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（裏 面） 

 ※通 関 

税関申告番号及び 

申 告 年 月 日 
送 状 数 量 

許可又は承認年月日 

及び税関押印 

   

 

 

（注）１ 本確認申請書は、証明書１通ごとに作成すること。 

   ２ 商品名は、輸入しようとする貨物の形態及びかにの名称（例：冷凍したたらばがに）を記

載すること。 

３ 数量は商品名ごとに記載すること。 

    ４ 「船積地域」の欄には、船積地域の国又は地域名を記載すること。なお、船積地域が、外

国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令（昭和 25 年総理府・大蔵省・通商産

業省令第１号。以下「命令」という。）において、当分の間、附属の島から除いた地域であ

る場合には、「船積地域」の欄には、命令に規定する島名を日本語で記載すること。 

     ５ 「当該貨物に対してロシア連邦漁業庁が発給した証明書の番号」及び「当該貨物に対して

船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地を証明する書類等 発給国・地域、番

号」欄には、当該貨物に対して発給された証明書の発給国・地域及び番号を記載すること。  

       なお、政府その他の公的機関には、商業会議所その他これに準ずる機関を含む。 

     ６ ※印のある欄には記入しないこと。 

     ７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

 

 

 

 

 

裏面は、申請時は記入する必要はありません 

別添O



冷凍したカニを輸入する場合の提出書類

ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本

（１）確認申請書（資料別添Ｃ） ２通

（２）数量及び船積地域が確認できる書類（インボイスとBLの写し）各１通

（※）外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令において、当分の間、附属の島から除いた地域については、その置かれ
た実状を踏まえ、本確認の目的を達成するのに必要な限りのものとして、資料別添Dの証明書の原本でやむを得ないこととする。

（イ）ロシアを原産地とする場合
ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本

船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書の原本

（ロ）ロシアを除く国又は地域を原産地とする場合

船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書の原本

別表に掲げる発給機関及び様式の証明書の原本に限る

② 船積地域：ロシアを除く国又は地域 （※）

＜発給が受けられない場合＞

＜別表に掲げる地域（カナダ、中国、グリーンランド、ノルウェー、
アメリカ）を原産地として直接日本に輸入する場合＞

ただし

ただし

（３）船積地域の区分に応じた書類

① 船積地域：ロシア

「別表」とは「資料別添Ｂ」の別表のこと

理由書（資料別添Ｅ） とともに
船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地を確認できる書類の写し
（衛生証明書等の写し）

理由書（資料別添Ｅ）

原産地を確認できる書類及び船積地域の政府その他の公的機関が発給する船
積みを確認できる書類の写し
（原産地が記載されたインボイス等＋輸出許可証等の写し）

とともに

● 船積地域の政府その他の公的機関が原産地証明
書を発給するに必要な書類がそろわなかった場合

● 船積地域の政府その他の公的機関が原産地証明
書及び原産地を確認できる書類のいずれについても、
それを発給するに必要な書類がそろわなかった場合

輸入公表の施行日（＝協定発効日）前に船積地域に輸入された

● 船積地域の政府その他の公的機関が原産地
証明書を発給していない場合

● 船積地域の政府その他の公的機関が原産地
証明書及び原産地を確認できる書類のいずれも
発給していない場合

発給制度がない

船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書の提出が困難である場合

代えることができる

代えることができる

上記提出書類のほかにも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

（注）
輸入公表の施行日（＝協定発効日）から起算して一年間に限る

（注）
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提出する証明書確認フロー図

提出する証明書の具体例（①～②）

原産地：ロシア

貨物の流れ

提出書類：ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本

例①：ロシアから直接輸入 ロシア連邦漁業庁

ロシア 日本

例②：韓国を経由

原産地：ロシア

ロシア貨物の流れ

提出書類：ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本
＜発給が受けられない場合＞

船積地域（韓国）の政府その他の公的機関（大韓商工会議所）が発給した原産地証明書の原本

韓国韓国

大韓商工会議所

原産地証明書

日本

ロシア連邦漁業庁

ロシア

ロシア連邦漁
業庁が発給し
た証明書の

原本
（資料別添Ｄ）

ロシアを除く国又は地域 （※）

別表に掲げる発給機
関及び様式の証明
書の原本
（「別表」とは「資料別添Ｂ」の
別表のこと）

YESNO

船積地域の政府その他
の公的機関が発給した
原産地証明書の原本

船積地域はどこか？

ロシア

別表に掲げ
る地域以外

別表に掲げる地域
（カナダ、中国、グリーンラン
ド、ノルウェー、アメリカ）

（※）外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令において、当分の間、附属の島から除いた地域については、その置かれた実状を
踏まえ、本確認の目的を達成するのに必要な限りのものとして、資料別添Dの証明書の原本でやむを得ないこととする。

ロシアを除く国又は地域

原産地＝船積地

原産地はどこか？

ロシア連邦漁
業庁が発給し
た証明書の

原本
（資料別添Ｄ）

ロシア連邦漁業庁の
証明書の発給が受け
られない場合代える
ことができる

証明書（資料別添D）

（船積地域）

（船積地域）

証明書（資料別添D）

発給が受けら
れない場合
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提出する証明書の具体例（③～⑥）

例⑥：再輸入

原産地：カナダ

貨物の流れ

提出書類：船積地域（中国）の政府その他の公的機関（国家質量監督
検験検疫総局）が発給した原産地証明書の原本

原産地証明書

カナダ 日本日本 中国中国

例⑤：経由国が複数

原産地：カナダ

カナダ貨物の流れ

提出書類：船積地域（タイ）の政府その他の公的機関（タイ商工会議所）が
発給した原産地証明書の原本

韓国韓国

タイ商工会議所

原産地証明書

日本タイタイ

証明書（資料別添Ｊ）

原産地：米国

貨物の流れ

提出書類：米国海洋大気庁が発給した証明書（資料別添Ｊ）の原本に限る

例④：原産地がロシア以外
米国海洋大気庁（NOAA）

米国 日本

例③：中国を経由

原産地：ロシア

貨物の流れ

提出書類：ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本
＜発給が受けられない場合＞

船積地域（中国）の政府その他の公的機関（国家質量監督検験検疫総局）が発給した原産

地証明書の原本

ロシア連邦漁業庁 国家質量監督検験
検疫総局

証明書
（資料別添Ｄ） 原産地証明書

ロシア 中国中国 日本

（船積地域）

（船積地域）

（船積地域）

（船積地域）

国家質量監督検験検疫総局カナダ漁業海洋省

証明書（資料別添F）

（船積地域）

発給が受けら
れない場合
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船積地域
発給制度の

有無
発給機関

アメリカ 有り
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE NATIONAL
OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
（海洋大気庁）

カナダ 有り Fisheries and Oceans Canada（漁業海洋省）

韓国 有り The Korea Chamber of Commerce and Industry（大韓商工会議所）

中国 有り 国家質量監督検験検疫総局

台湾 有り
・台湾経済部標準検査局等
・台湾当局の認可を受けた各種団体

香港 有り

・The Hong Kong General Chamber of Commerce（香港総商会）
・The Federation of Hong Kong Industories （香港工業総会）
・The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong （香港印度商会）
・The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong
（香港中華廠商聯合会）
・The Chinese General Chamber of Commerce（香港中華総商会）

シンガポール 有り

・Singapore ChineseChamber of Commerce and Industry
（シンガポール華人商工会議所）
・Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry
（シンガポール・インド商工会議所）
・Singapore International Chamber of Commerce
（シンガポール国際商業会議所）
・Singapore Malay Chamber of Commerce
（シンガポール・マレー商工会議所）
・Singapore Manufacturing Federation（シンガポール製造業者連盟）

インドネシア 有り
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
（インドネシア商工会議所）

タイ 有り Thai Chamber of Commerce（タイ商工会議所）

ベトナム 無し
※発給制度がないため、代わりに、原産地を確認できる書類（インボイス等）、
ベトナム政府その他の公的機関が発給する船積みを確認できる書類（輸出許
可証等）及び理由書（資料別添Ｅ）を提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部農水産室

　　　　　　　　TEL 03-3501-0532  FAX 03-3501-6006

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
TEL 03-3501-1961  FAX 03-3591-6867

　船積地域がロシアを除く国又は地域であり、原産地がロシアを除く国又は地域である場合、
提出書類として船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書が必要です。

※上記以外の国又は地域を船積地域とする輸入を行う場合で当該国又は地域の発給制度が不明な場合は、経済産
業省又は水産庁にお問い合わせください。

【第三国産であることを証明する原産地証明書の各国発給制度について】

　主な船積地域の第三国産であることを証明する原産地証明書の発給制度

別添Ｒ
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