共通書類一式イメージ

紙申請（必須書類）イメージ
共通書類の一式のイメージです。
申請の際は、
－紙申請の場合は必須書類とともに、郵送にて提出してください。
－電子申請（NACCS 申請）の場合は、NACCS 申請の JET ファイルが紙申請の申請書・明
細書にあたりますので、項目を埋め、添付ファイルに当該共通資料一式を添付して申請して
ください。
なお、申請を効率的に確認するために次のことに御協力ください
 書類の右上に書類名や出典を付す。
 形式チェックリスト等を確認し、必要な箇所にアンダーラインやマーカーを引く。
 書類は提出書類の順番に並べる。

２０２２年 7 月作成

契約書等（提出書類通達別記１（イ）参照）１．輸出者（提供者）～需要者の契約書等が揃っているか。
２．申請貨物、契約日、支払方法等の確認

KEISAN TRADE Co., LTD
Address: 1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 JAPAN.
TEL.81-3-3501-2801 / FAX.81-3-3501-6004

申請者-買主間の契約

・各契約書の買主・売主の社名及び住所が確認できるか、確認した内容は申請書や内容明細書と整合しているか
（住所が違う場合は補足）

SALES CONFIRMATION
Contract No. AAA-123456
Date 1/4/2021
・契約日の記載があるか

To: Japan trade (Bangkok) Co., Ltd
Address: 123, ***, ******, Bangkok, Thailand.
Referring to P.O. No 123456
Payment: T/T REMITTANCE WITHIN 60 DAYS AFTER B/L DATE
Shipment: By the end of May, 2021 ・支払方法（所有権、使用権の所在が確認）、引き渡し条件、販売か貸与
かの記載の確認
Price Basis: FOB JAPAN
・商品名・型式・数量・金額・建値等が申請書や内容明細
Destination: THAILAND
書や該非判定書等と整合しているか
End User: ABC Manufacturing
Item
Manufactur Quantity Unit Price (@)
1. CNC Lathe OPQR-S
α
1SET
JPY 16,000,000
２． CNC Machining center
γ
1SET
JPY 20,000,000

Amount
JPY 16,000,000 該当貨物
JPY20,000,000 非該当貨物

一つの取引の中に該当貨物と非該当貨物の両方が含まれる場合、申請書上は該当貨物のTotal:JPY

36,000,000

みの記載でが、明細書や契約書、価格内訳説明書などに該当か非該当がわかるようにコ
メントを付してください。
・契約当事者の署名が
あるか（署名がない場
合は補足説明）

Title: Director
Name: NIHON HANAKO
Buyer: Japan trade (Bangkok) Co., Ltd

Title: President
Name: KEISAN TARO
Seller: KEISAN TRADE Co., LTD

Date: 13/4/2021

該当箇所にアンダーラインやマーカーを引くようお願
いします。

Japan trade (Bangkok) Co., Ltd
Address: 23, ***, ******, Bangkok, Thailand.
TEL.****** / FAX. ******

買主-需要者間の契約

・各契約書の買主・売主の社名及び
住所が確認できるか、確認した内容
は申請書や内容明細書と整合してい

SALES CONFIRMATION
Contract No. ２１０１１１

るか（住所が違う場合は補足）

Date 20/2/2021
・契約日の記載があるか

To: ABC Manufacturing Co., Ltd
Address: 1-2-3, ****, *****, Bangkok, Thailand
.

・買主と需要者間の契約書の写
しがあるか及び輸出者と買主
間の契約日と逆転していない
か（逆転している場合には理由

の妥当性は説明されているか）
Referring to P.O. No 123456
Payment: T/T REMITTANCE WITHIN 60 DAYS AFTER B/L DATE
Shipment: By the end of May, 2021 ・支払方法（所有権、使用権の所在が確認）、引き渡し条件、販売か貸与
かの記載の確認
Price Basis: CIF BANGKOK
Destination: THAILAND

・商品名・型式・数量・建値等が申請書や内容明細書や該非判定書等と整合しているか
(申請者が直接関与しない取引の金額は白塗りでも OK）

Item
(1) CNC Lathe OPQR-S
(2) CNC Machining center

Manufactur
α
γ

Quantity
1SET
1SET

Unit Price (@)
Amount
USD 170,000
USD170,000
USD 210,000
USD 210,000
Total:USD 380,000

・契約当事者の署名が
あるか（署名がない場
合は補足説明）

Title: Director
Name: NIHON HANAKO
Buyer: Japan trade (Bangkok) Co., Ltd

Title: President
Name: KEISAN Jiro
Seller: ABC Manufacturing Co., Ltd
Date: 25/2/2021

該当箇所にアンダーラインやマーカーを引くようお願
いします。

価格等内訳説明書（提出書類通達(ニ))
・証明する原本の範囲は明確に記述されているか
※２項（12）は必須。それ以外は契約書で情報が確認できない場合申請の場合は書類添付必須）
（輸出者の関与する契約書、最終用途誓約書は特に注意※NACCS

様式 12
・日付が申請日以前か

２０２１年 ４月 ４日

経済産業大臣 殿
・契約締結責任者又は代表者名か

株式会社 経産トレード株式会社
担当者 経産 太郎
所在地 東京都千代田区霞が 1－3－1
価格等内訳説明書
・買主名になっているか

・申請者と買主の契約の番号か

弊社は、Japan trade (Bangkok) Co., Ltd との売買契約書（契約 No. AAA-123456）の貨物代金
の内訳について、以下のとおり説明いたします。
契約総額は契約書の総額や建値と整合的か
該当品の価格は申請書、内容明細書と整合的か
建値の記載があるか

① α社製ＣＮＣ旋盤 型式 OPQR-S １ＳＥＴ
旋盤本体
（該 当）
１０，０００，０００
旋盤付属品
（非該当） ￥ １，０００，０００
ＮＣ装置 β社製 型式×××（非該当） ￥ ５，０００，０００
（ＮＣ装置のｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ価格は上記ＮＣ装置の対価に含まれる）
小 計
￥１６，０００，０００
②γ社製マシニングセンタ 型式△△△ １ＳＥＴ
（非該当） ￥２０，０００，０００
① ＋②（契約総額）ＦＯＢ ＪＡＰＡＮ

￥３６，０００，０００

＊本記載例は、次のとおり想定して作成したものです。
１）ＦＯＢ ＪＡＰＡＮ、円建て払いの契約
２）契約数量は、旋盤１台、マシニングセンタ１台の計２台
３）②はコントロールソフトウェアを含め、全てが非該当と仮定。

・証明する原本の範囲は明確に記述されているか
輸出令別表第１の記載項目との対比表等（いわゆる該非判定書のこと）
（提出書類通達(ウ))
（輸出者の関与する契約書、最終用途誓約書は特に注意※NACCS
２項（12）は必須。それ以外は契約書で情報が確認できない場合 申請の場合は書類添付必須）

（記載方法は任意）

・最新の政省令に沿った該非判定になっているか。
・申請貨物と貨物名、メーカー名、型式等はあっているか

輸出貿易管理令 別表第１ 記載項目との対比表
貨物名：ＣＮＣ旋盤
メーカー名：α社
機種：OPQR-S

（機番０００１）

（２０２１年１月２７日政省令改正対応）
別表第１項番 ２項（１２）
核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であって、次に掲げるもの
１ 数値制御を行うことができる工作機械
貨物等省令第一条第一項十四号
工作機械（金属、セラミック又は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）で・・・・次のイから二までのいずれ
かに該当するもの（ホに該当するものを除く。
）
イ 旋削をすることができる工作機械であって・・・・・・・・・・・・・に該当するもの
（一）
・・・・・・・・・・・・・
（二）
・・・・・・・・・・・・

（一）の測定結果：数値●●、数値●●、数値●●
(二）の測定結果：数値●●

該当

該当

判定結果：
輸出貿易管理令別表第１ ２項（１２）１
貨物等省令第一条第一項十四号 イ（一）及び(二)に該当

会社名：
作成者：

・証明する原本の範囲は明確に記述されているか
カタログ又は仕様書等の技術資料（提出書類通達(エ))
（輸出者の関与する契約書、最終用途誓約書は特に注意※NACCS 申請の場合は書類添付必須）

（カタログ）

・該非判定書と齟齬がないか
・許可申請対象の貨物又は技術に該当する部分の写しのみで OK

α社
ＣＮＣ旋盤
型式 OPQR-S
シリーズはこちら
高性能な・・・・・・・・・・・・・・・・・・を実現！
●●を装備し、・・・・・・・・・・・・・・・・を選択可能に！

お問い合わせ先
α社工作機械部門
・・・・・・・・・・・・・・：

●●

需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料（提出書類通達(オ))
※買主から需要者までの者の事業内容及び存在確認に視する資料を添付のこと

買主登記写し
登記の写しを付けた上で、英訳も添付してください。

社名

代表者

設立日

住所

事業内容

出資者

現地語の場合、名称、住所、業態、事業内容、設立日等の英訳はあるか

買主登記訳

有効期限があるものは有効期限内か、それらが最新ものか

Ministry of XXXXXXX
CERTIFICATE OF BUSINESS REGISRATION 出典の記載があるか

名称・住所や事業内容が確認できるか（整合性が確認できな
い場合は妥当性について確認してください
Registered No: 000000001
Company Name: Japan trade (Bangkok) Co., Ltd 社名
Type: Limited Company
Legal Representative: Tsusan JIRO 代表者
Capital: THB 100,000
Establishment Date: 2000‐01‐01 設立日
Operation From: 2012‐12‐1
Approval Date: 2012‐12‐1
Status: Operating
住所
使用住所が申請書等の住所と異なる場合は
Address: 123, ***, ******, Bangkok, Thailand.
使用場所の住所が確認できる資料を別途用意

Business Description:

事業内容

Sale of machine tools and other machine tools, maintenance, machine export transactions,
import transactions, import and export of goods
Capital Information
No. Name
1
TSUSAN JIRO

Type
Individual

出資者

和訳または英訳のほか、原本にも同様の該当箇所にアン
ダーラインやマーカーを引くようお願いします。
名称・住所や事業内容が確認できるか（整合性が確認できない場合は妥当性について確認してください
確認した内容が申請書や内容明細書と整合しているか十分確認してください

需要者登記写し

登記の写しを付けた上で、英訳も添付してください。

登記で住所や事業内容が確認できない場合は、HP や会社パンフレット等を添付のこと。
使用住所が異なる場合は、別途公共料金の請求書写し等の写しを添付のこと

社名

代表者

設立日

住所

事業内容

出資者

現地語の場合、名称、住所、業態、事業内容、設立日等の英訳はあるか

需要者登記簿訳
Ministry of XXXXXXX

有効期限があるものは有効期限内か、それらが最新ものか

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISRATION

出典の記載があるか

Registered No: 123456789
Company Name: ABC MANUFACTURING CO., LTD 社名
Type: Limited Company
Legal Representative: KEISAN JIRO 代表者
Capital: THB 100,000,000
Establishment Date: 2000‐01‐01 設立日
Operation From: 2020‐1‐1
Approval Date: 2020‐2‐1
住所
Status: Operating
使用住所が申請書等の住所と異なる場合は
Address: 1-2-3, ****, *****, Bangkok, Thailand 使用場所の住所が確認できる資料を別途用意
Business Description:
事業内容
Mechanical and electrical equipment installation; Construction Engineering(operating with
valid qualification certificate); metal structure Parts, station appliances, auto
parts(excluding engine) processing, sales; hardware &electric material, hardware tools,
building materials, general equipment and spare parts, instruments and meters, weighing
and measuring equipment; wire and cable (license required Production and storage;
general freight; import and export of goods (excluding goods prohibited or restricted by the
state, excluding distribution) ）Casting and sales of nonferrous metals and ferrous metals.
(projects that need to be approved according to law can only be opened after being
approved by relevant departments Exhibition business activities)
Capital Information
No. Name
1
KEISAN TARO
2
KEISAN JIRO

Type
Individual
Individual

出資者

和訳または英訳のほか、原本にも同様の該当箇所にアン
ダーラインやマーカーを引くようお願いします。
名称・住所や事業内容が確認できるか（整合性が確認できない場合は妥当性について確認してください
確認した内容が申請書や内容明細書と整合しているか十分確認してください

使用場所等の住所が申請書等の住所と異なる場合に使用場所の住所が確認できる

据付住所のエビデンス

証明書が添付されているか（出典も付すこと）

（ガス代金）

XXX POWER
Gas and Power
5-5-8, +++, ++++, Bangkok, Thailand
123-456-7890
xxxpower@xxxx.com

Electricity Bill:

December 2021

Bill no.:

XXXX

Place of issue of bill:

ABC city

Date of issue of bill:

17/1/2021

Date of transaction

01/01/2021

Due date

25/01/2021

Client: ABC MANUFACTURING

最新の情報

社名

Address: 2-4-6, +++, ++++, Bangkok, Thailand

使用住所

＊＊＊＊＊＊＊＊

1.

Summary of calculations at measuring point
No.

Measuring

Measuring

For supplied

For access

Total

point

point name

active

to electricity

compensation

electricity

distribution
system

1

2-4-6, +++,

ABC

++++,

MANUFACTURING

********

********

*****

*****

****

*****

Bangkok,
Thailand
Total:

****

２． ＊＊＊＊＊＊＊＊

該当箇所にアンダーラインやマーカーを引くようお願
いします。

https://en.abcmanufacturing.com./about-us.html

アドレス入りで印刷してください

Home

需要者 website

The most Professional graphite material manufacturerABC MANUFACTURING
社名

事業内容

Founded in 2000, ABC MANUFACTURING co., ltd is a leading manufacturer
of various mold parts in the world. We provide high-quality mold and mold
parts to meet the customer specifications ………………...
Our products are widely used in many different fields, such as machinery,
chemistry, aerospace, and military………

・登記情報と異なる場合にはその理由を確認してお
くことをお勧めします（工場住所や設立(創立)時

Headquarters
1-2-3, ****, *****, Bangkok, Thailand

住所

期が登記情報と大きく異なる場合等）
・登記情報ではわからなかった情報（航空宇宙、軍
事）の掲載が見つかる場合も大変多いです。手戻
りの発生になります。申請前の調査事項①～⑲で

Plant

確認いただく際には需要者の HP 等も十分確認を

2-4-6, +++, ++++, Bangkok, Thailand

使用住所

お願いします。

Back

現地語の HP のみの場合は、社名・住所・事業
内容等の部分の英訳をつけてください。
また該当箇所にアンダーラインやマーカーを
引くようお願いします。

https://en.abcmanufacturing.com./about-us.html

貨物毎の追加資料（提出書類の HP で確認のこと）
例：
（工作機械の場合）被加工物のイメージや組み込まれる最終商品のイメージ等

加工図面

どのような内容を求めているかは貨物によっ

（コネクタ部品の金型製造のため）

て異なるので、各貨物の QA を必ず一読
して用意してください。QA を参照のこと。

被加工物のイメージ図、カタログ等
被加工物（被測定物）が組み込まれる最終製品のイメージ図、カタログ図

・加工物のイメージ図、カタログ、イラスト等わかりやすい概要説明資料の添付
・加工図面の添付 等

（This Form is designed by METI and shall be completed by the end-user in the country of destination.）

FORM 2

余白に自社ロゴ等は追加しない

Name of the exporter in Japan
KEISAN TRADE Co., LTD

↑
様式は正しいか

←輸出者名を記載
・英語表記で記載
・様式は変えない

END-USE CERTIFICATE (EUC)
for presentation to the Export Control Authority of Japan (METI)
SECTION1: PARTIES CONCERNED
(a)

Name of Exporter

(b)

Name of Buyer

Japan trade (Bangkok) Co., Ltd

KEISAN TRADE Co., LTD

(c)

Buyerʼs Address

123, ***, ******, Bangkok, Thailand

(d)

Name of Consignee

(e)

Consigneeʼs Address

(f)

Name of End-User

ABC Manufacturing Co., Ltd

(g)

End-Userʼs Address

1-2-3, ****, *****, Bangkok, Thailand

ｰ申請内容と整合しているか
ｰスペルミスはないか
ｰ所在地の国名はいれているか
（英語での記載が基本。中国語等の現地語も
併記は可能ですが、英語が正規記載となりま
す）

Japan trade (Bangkok) Co., Ltd
123, ***, ******, Bangkok, Thailand

(Country) Thailand
(Country) Thailand
(Country) Thailand

(Country)
Specific Location where the item(s) will
2-4-6, +++, ++++, Bangkok, Thailand
Thailand
(h)
be used （if different from (g)）
↑契約上の住所と実際の住所が違う場合、実際の使用住所を記載
需要者の本社住所と、貨物の使用場所が異なる場合この欄に記載があるか。
SECTION2: ITEMS (goods, software, technology)
(a) Description of the item(s)
(b) Quantity/Weight
e.g. Name of Manufacturer /Model, Class, Type, Serial Number
Quantity/Weight
unit
Name of the item(s)

1

Manufacturer--α/CNC Lathe OPQR-S （S/N 0001）

ｰ申請内容と整合しているか

ｰ確認可能なものはすべて記載
ｰ貨物とプログラムの同時申請時、プログラムの記載漏れ注意

set

どちらかの記載で可

↓最終需要者が当事者となる契約について記載
(c)

Contract Number

210111

Contract Signing Date

20/2/2021

SECTION3: COMMITMENT
(a)

The item(s) indicated in SECTION2 will be used for
For mold manufacturing of connector parts for home appliances

使用目的等、提出書類との記載内容と整合的に記載されているか

(b)

The above-mentioned Item(s) and/or replica thereof will not be used for the development, production and/or use of the weapons of mass
destruction (WMD) namely nuclear weapon, chemical weapon, biological weapon and WMD delivery systems such as missiles, nor be used in any
nuclear explosive activity, nuclear fuel-cycle activity and/or heavy water production which is not covered by IAEA safeguards. The items will be
used for civil purpose only.

(c)

The above-mentioned item(s) will be used by the end-user indicated in SECTION1 only and remain / be consumed

(d)

We (I) shall not re-export the above-mentioned item(s). In the event we (I) have to re-export the item(s), we shall obtain prior

in

Thailand

consent of
(e)

最終仕向地の国名に間違いはないか
KEISAN TRADE Co., LTD

(country of final destination)

(the name of the exporter)

輸出者名（提供者名）になっているか

( When the above-mentioned Item(s) include(s) technology -- yes
confidential.

(f)

.

who was obliged by METI.

(The Signer shall put a check mark by hand)

), it will be treated as strictly

↑ ｰ設計製造技術が含まれる場合は手書きで
（実行型プログラムの提供時はチェック不要）

Additional Commitment(s):

にチェック

ｰこの欄は、貨物によっては記載が必須のものがあるので確認のこと（この場合は様式が用意されているので要確認）
ｰそれ以外は特段審査当局から指示のない場合は記載不要

(g)

The ownership and/or rights to use of the above-mentioned item(s) will only be transferred to a third person/company on condition that this third
person/company accepts the commitments of the above declaration as binding for itself and on condition that this third person /company is known
「最終用途誓約書の注意事項」の内容を需要者等に説明し
to conduct civil business activities.

(h)

(The Signer shall put a check mark by hand)

理解した旨の署名者自身による手書きチェック

We (I) were (was) explained and surely understand the contents of “Notice relating to EUC” from METI.

Signature by the president / authorized person of the company/organization

代表者の署名があるか、代表者による署名でない場合は、代表者からの委任状が必要
Name of the company/organization
ABC Manufacturing Co., Ltd

会社名・組織名が記載されているか

Name of the signer in block letters

Title of the signer

KEISAN Jiro

Precident

署名者の名前がブロック体で記載されているか

肩書きが記載されているか

Date
2021/3/1

署名の日付は契約日以降になっているか

(If you need to use continuation sheets, the above-mentioned thick frame portion including the signature must be put for each.)

誓約書が複数枚に分かれる場合は全てのページに太枠部
分を用意して署名をしてもらうこと

その他、貨物毎の追加資料

貨物毎に追加資料が異なる。
提出書類のＨＰと貨物毎のＱＡを確認の上資料は用意してください。

例：輸出令別表第１の２項(１２)の貨物の場合
工作機械又は測定装置であって移設検知装置を搭載している場合には、記載要領（コ）の確認書
例：輸出令別表第１の２の項（１７）２に該当する炭素繊維の申請に当たっては、申請内容明細
書「６．需要の概要」の別紙として、記載要領（ク）の内容の書面
例：輸出令別表第１の３の項（１）に該当する化学物質の場合は、
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料（他の化学物質製造の原料又
は触媒として用いる場合に限る）
貨物の需要者（又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資
料

