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輸出注意事項２０１９第４号

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局

包括許可取扱要領等の一部を改正する通達を次のように定める。

平成３１年３月２０日

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹

包括許可取扱要領等の一部を改正する通達

包括許可取扱要領（平成１７年２月２５日付け、輸出注意事項１７第７号、平成

１７０２２３貿局第１号）、電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用に

ついて（平成１２年３月３１日付け、輸出注意事項１２第１５号、輸入注意事項１

２第８号、平成１２０３１７貿局第４号）、電子情報処理組織を使用して行う特定

手続等に係る申請項目について（平成２２年２月１６日付け、輸出注意事項２２第

４号、輸入注意事項２２第５号、平成２２０２０４貿局第２号）の一部を、別添の

新旧対照表のとおり改正する。

附 則

（施行期日）

１ この通達は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この通達の施行前に改正前の通達の規定により許可を受けた特別一般包括許

可及び特定包括許可は、この通達の施行日から当該許可の有効期限までに限

り、なお従前の例により取り扱うものとする。ただし、更新の申請について

は、この通達の施行日から当該許可の有効期限までに限り、この通達に基づく

更新を行うことができるが、更新の申請にあたっては、Ⅱの１０及びⅢの９に

規定する更新の手続を行わなければならない。なお、この通達の施行前に特定

手続等運用通達に定めるところにより申請を行った者以外の者が、当該許可の

有効期限の３月前の日以前に、この通達に基づく更新の手続を行う場合にあっ

ては、当該更新の手続に基づき許可を受けた時点で、改正前の通達の規定によ

り許可を受けた特別一般包括許可及び特定包括許可は失効したものとみなす。
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電子情報処理組織を使用して行う特定手続き等の運用について 

改 正 案 現 行 

１・２ （略） 

３ 代理者による電子申請の手続 

(1) 申請者本人は、輸出規則第１条の３第１項、輸入規則第

２条の３第１項又は貿易外省令第１条の３第１項の規定によ

りあらかじめ届け出た者を代理者として、電子申請を行わし

めることができる。（８の包括許可の電子申請については、経

済産業大臣が、必要があると認めるときに限る。） 

(2)～(5) （略） 

４～７ （略） 

８ 一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可に係る電

子申請の手続 

(1) 一般包括許可の電子申請

① （略）

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられた

申請者情報入力欄に、包括許可取扱要領Ⅰ２(2)①に規定す

る該非確認責任者及び統括責任者に関する情報を入力した

後、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した一

般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請

１・２ （略） 

３ 代理者による電子申請の手続 

(1) 申請者本人は、輸出規則第１条の３第１項、輸入規則第２

条の３第１項又は貿易外省令第１条の３第１項の規定により

あらかじめ届け出た者を代理者として、電子申請を行わしめ

ることができる（８の包括許可の電子申請を除く。）。 

(2)～(5) （略） 

４～７ （略） 

８ 一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可に係る電

子申請の手続 

(1) 一般包括許可の電子申請

① （略）

② 申請者本人（法人の場合は、代表権を有する者に限る。

以下、８及び 17において同じ。）は、専用電子計算機に備

えられたファイルから入手した一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許可申請様式又は一般包括役務取

引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のう
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様式又は一般包括役務取引許可申請様式に、申請項目通達

に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目の属

性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録しなければならない。 

③ （略） 

④  申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に

規定する申請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性

及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録するものとする。 

⑤  申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請を行

った後に、追加的に書類等の提出を行う場合には、次のい

ずれかの方法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請が受

理されてから専用電子計算機に一般包括許可情報が記録さ

れるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の

受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に

備えられたファイルから入手した一般包括許可申請情報に

ついて、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能

な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専

用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければなら

ない。 

(2)  特別一般包括許可の電子申請 

ち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入

力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

 

③ （略） 

④  申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申

請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性及び文字数

に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに

記録するものとする。 

⑤  申請者本人は、一般包括許可の電子申請を行った後に、

追加的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方

法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人は、一般包括許可の電子申請が受理されてか

ら専用電子計算機に一般包括許可情報が記録されるまでに

申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受付窓口か

らの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられた

ファイルから入手した一般包括許可申請情報について、申

請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能な項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

(2)  特別一般包括許可の電子申請 
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① （略） 

②  申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられた

ファイルから入手した特別一般包括輸出・役務（使用に係

るプログラム）取引許可申請様式又は特別一般包括役務取

引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のう

ち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入

力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

③ （略） 

④  申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に

規定する申請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性

及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録するものとする。 

⑤  特別一般包括許可の電子申請にあたっては、包括許可取

扱要領Ⅱ５(ｲ)及び(ﾛ)に規定する書類を提出又は当該書類

及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。ただし、原本の提

出を求められた場合には、当該原本を提出するものとす

る。 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請

を行った後に、追加的に書類等の提出を行う場合には、次

のいずれかの方法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

① （略） 

②  申請者本人は、専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手した特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可申請様式又は特別一般包括役務取引許可申請

様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請

項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用

電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

③ （略） 

④  申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申

請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性及び文字数

に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに

記録するものとする。 

⑤  特別一般包括許可の電子申請にあたっては、包括許可取

扱要領Ⅱ５(ﾊ)及び(ﾆ)までに規定する書類を提出又は当該

書類及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機に

備えられたファイルに記録するものとする。ただし、原本

の提出を求められた場合には、当該原本を提出するものと

する。 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人は、特別一般包括許可の電子申請を行った後

に、追加的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれか

の方法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 
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⑧ （略） 

⑨  申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請

が受理されてから専用電子計算機に特別一般包括許可情報

が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電

子申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子

計算機に備えられたファイルから入手した特別一般包括許

可申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目の

うち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従っ

て修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し

なければならない。 

(3)  特定包括許可の電子申請 

① （略） 

②  申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられた

ファイルから入手した特定包括輸出許可及び特定包括役務

取引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目の

うち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って

入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。 

③ （略） 

④  申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に

規定する申請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性

及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録するものとする。 

⑧ （略） 

⑨  申請者本人は、特別一般包括許可の電子申請が受理され

てから専用電子計算機に特別一般包括許可情報が記録され

るまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受

付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備

えられたファイルから入手した特別一般包括許可申請情報

について、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可

能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、

専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければな

らない。 

(3)  特定包括許可の電子申請 

① （略） 

②  申請者本人は、専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手した特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申

請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申

請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専

用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければなら

ない。 

③ （略） 

④  申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申

請項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性及び文字数

に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに

記録するものとする。 
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⑤  特定包括許可の電子申請にあたっては、包括許可取扱要

領Ⅲ５(4) (ｲ)から(ﾎ)までに規定する書類を提出又は当該

書類及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機に

備えられたファイルに記録するものとする。ただし、原本

の提出を求められた場合には、当該原本を提出するものと

する。 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請を行

った後に、追加的に書類等の提出を行う場合には、次のい

ずれかの方法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

⑧ （略） 

⑨  申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請が受

理されてから専用電子計算機に特定包括許可情報が記録さ

れるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の

受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に

備えられたファイルから入手した特定包括許可申請情報に

ついて、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能

な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専

用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければなら

ない。 

(4)  電子包括許可情報の変更の申請 

①  電子申請に係る専用電子計算機に備えられたファイルに

記録された包括許可情報(以下「包括原許可情報」とい

⑤  特定包括許可の電子申請にあたっては、包括許可取扱要 

領Ⅲ５(4) (ﾊ)から(ﾄ)までに規定する書類を提出又は当該

書類及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機に

備えられたファイルに記録するものとする。ただし、原本

の提出を求められた場合には、当該原本を提出するものと

する。 

⑥ （略） 

⑦  申請者本人は、特定包括許可の電子申請を行った後に、

追加的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方

法によるものとする。 

(ｲ)・(ﾛ) （略） 

⑧ （略） 

⑨  申請者本人は、特定包括許可の電子申請が受理されてか

ら専用電子計算機に特定包括許可情報が記録されるまでに

申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受付窓口か

らの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられた

ファイルから入手した特定包括許可申請情報について、申

請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能な項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

(4)  電子包括許可情報の変更の申請 

①  電子申請に係る専用電子計算機に備えられたファイルに

記録された包括許可情報(以下「包括原許可情報」とい
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う。）と申請者名又は申請者の住所に異同が生じた場合は、

包括許可取扱要領Ⅰ７、Ⅱ７又はⅢ７に定めるところに準

ずるものとする。 

②  申請者本人又は代理者は、包括原許可情報の内容の変更

の申請（以下「電子包括許可情報の変更申請」という。）を

しようとするときは、包括原許可情報に対応する申請情報

を専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、申請

項目通達に規定する申請項目のうち当該情報に係る変更可

能な項目のうち変更が必要な項目を再入力し、専用電子計

算機に備えられたファイルに記録するものとする。当該変

更の電子申請の取扱いは、一般包括許可、特別一般包括許

可又は特定包括許可の申請の種類に応じ(1)、(2)又は(3)に

規定するところに準ずるものとする。ただし、17(1)の規定

により分割交付された一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可証、特別一般包括輸出・役務（使用に

係るプログラム）取引許可証、特定包括輸出許可証又は特

定包括輸出・役務取引許可証（以下「分割許可証」とい

う。）を有する場合にあっては分割許可証の写しを当該電子

申請の受付窓口に提出若しくは分割許可証に記載された情

報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

とする。 

③ （削る） 

 

 

う。）と申請者名又は申請者の住所に異同が生じた場合は、

包括許可取扱要領Ⅰ７、Ⅱ８又はⅢ８に定めるところに準

ずるものとする。 

②  申請者本人は、包括原許可情報の内容の変更の申請（以

下「電子包括許可情報の変更申請」という。）をしようとす

るときは、包括原許可情報に対応する申請情報を専用電子

計算機に備えられたファイルから入手し、申請項目通達に

規定する申請項目のうち当該情報に係る変更可能な項目の

うち変更が必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。当該変更の電子申

請の取扱いは、一般包括許可、特別一般包括許可又は特定

包括許可の申請の種類に応じ(1)、(2)又は(3)に規定すると

ころに準ずるものとする。ただし、17(2)の規定により交付

された特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可証、特定包括輸出許可証又は特定包括輸出・役務

取引許可証（以下「分割許可証」という。）を有する場合に

あっては分割許可証の写しを当該電子申請の受付窓口に提

出若しくは分割許可証に記載された情報を専用電子計算機

に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

 

③  ①により変更された特別一般包括許可又は特定包括許可

を受けるときは、分割許可証を返還しなければならない。
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(5)  電子包括許可情報の更新の申請 

①  申請者本人又は代理者は、包括許可情報の更新申請をし

ようとするときは、包括原許可情報に対応する申請情報を

専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、申請項

目通達に規定する申請項目のうち当該情報に係る更新可能

な項目のうち更新が必要な項目を再入力し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録するものとする。一般包括

許可、特別一般包括許可又は特定包括許可の更新の電子申

請の取扱いは、当該申請の種類に応じ(1)、(2) 又は(3) に

規定するところに準ずるものとする。 

 

 

 

 

 

②  ①において、包括取扱要領Ⅱ10(2)及びⅢ10(2)の規定に

基づき更新申請を行う場合であって、既に交付された当該

更新申請に係る特別一般包括許可証又は特定包括許可証

（分割包括許可証を含む。以下「原包括許可証」という。）

を有している場合は、当該原包括許可証の写しを当該更新

申請の受付窓口に提出若しくは原包括許可証に記載された

ただし、分割許可証の交付を受けていない場合にあって

は、この限りでない。 

(5)  電子包括許可情報の更新の申請 

申請者本人は、包括許可情報の更新申請をしようとすると

きは、包括原許可情報に対応する申請情報を専用電子計算機

に備えられたファイルから入手し、申請項目通達に規定する

申請項目のうち当該情報に係る更新可能な項目のうち更新が

必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファイ

ルに記録するものとする。一般包括許可、特別一般包括許可

又は特定包括許可の更新の電子申請の取扱いは、当該申請の

種類に応じ(1)、(2) 又は(3) に規定するところに準ずるもの

とする。ただし、既に交付された当該更新の電子申請に係る

特別一般包括許可証又は特定包括許可証（以下「原包括許可

証」という。）を有している場合にあっては当該原包括許可証

の写しを当該更新の電子申請の受付窓口に提出若しくは原包

括許可証に記載された情報を専用電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録するものとする。 

（新設） 
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情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するも

のとする。 

 (6) （削る） 

 

 

 

 

 

９～１２ （略） 

 

１３ 経済産業大臣の許可等手続 

(1)  経済産業大臣は５から９までに規定する電子申請の許 

可、承認、割当て又は確認を行ったときは、専用電子計算機

に備えられたファイルに許可番号、承認番号、割当証明書番

号又は確認番号及び電子許可等情報、電子承認・割当・確認

情報、電子役務取引許可情報又は電子包括許可情報（以下

「電子許可等情報等」という。）を記録するものとする。ただ

し、14(1) ②若しくは③、14(2) ②若しくは③、15(1) ②若

しくは③、15(2) ②若しくは③又は 16(1) ②若しくは③の規

定により書面による交付を希望した電子申請にあっては、電

子許可等情報等の記録は行わないものとする。なお、９に規

定する包括承認申請については、書面による一般包括承認証

及び特定包括承認証の交付は行わない。 

 

 

 

 

(6)  特別一般包括許可又は特定包括許可の取消 

特別一般包括許可又は特定包括許可を取り消された者であ

って 17(2)の規定による分割許可証を有している者は、包括

許可取扱要領Ⅱ１２(1)又はⅢ１１の定めに従い当該分割許可

証を返還しなければならない。 

 

９～１２ （略） 

 

１３ 経済産業大臣の許可等手続 

(1)  経済産業大臣は５から９までに規定する電子申請の許 

可、承認、割当て又は確認を行ったときは、専用電子計算機

に備えられたファイルに許可番号、承認番号、割当証明書番

号又は確認番号及び電子許可等情報、電子承認・割当・確認

情報、電子役務取引許可情報又は電子包括許可情報（以下

「電子許可等情報等」という。）を記録するものとする。ただ

し、14(1) ②若しくは③、14(2) ②若しくは③、15(1) ②若

しくは③、15(2) ②若しくは③又は 16(1) ②若しくは③、

17(1)②若しくは③、17(2)②若しくは③の規定により書面に

よる交付を希望した電子申請にあっては、電子許可等情報等

の記録は行わないものとする。なお、８(1)に規定する一般包

括許可及び９に規定する包括承認申請については、書面によ

る一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可証
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(2) （略） 

 

１４～１６ （略） 

 

１７ 包括輸出許可証の分割交付 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び一般包括役務取引許可証並びに一般包括承認証及び特定

包括承認証の交付は行わない。 

(2) （略） 

 

１４～１６ （略） 

 

１７ 特別一般包括許可証等の交付等 

(1) 特別一般包括許可証等の交付 

①  １３の規定にかかわらず、経済産業大臣は、８(2) 又は

(3) に規定する電子申請を許可したときは、申請者本人の

求めに応じ、別紙様式第１による特別一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可証、別紙様式第３によ

る特別一般包括役務取引許可証、別紙様式第５による特定

包括輸出許可証、別紙様式第５の２による特定包括輸出・

役務取引許可証又は別紙様式第６による特定包括役務取引

許可証（以下「特別一般包括許可証等」という。）を交付す

るものとする。 

②  電子申請と同時に、申請者本人が①の規定による特別一

般包括許可証等の交付を希望するときは、申請項目通達に

規定する「紙交付希望の有無」の項目に、１を入力するも

のとする。 

なお、併せて電子包括許可情報を使用する場合は、(2) 

の分割交付によるものとする。 
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③  電子申請後、当該申請に係る許可情報が専用電子計算機

に備えられたファイルに記録されるまでの間に、申請者本

人が①の規定による特別一般包括許可証等の交付を希望す

るときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

(ｲ) 申請者本人が記名押印又は署名し、８(2) から(5) ま

でのいずれかに規定する電子申請において付与された整

理番号、申請種別（特別一般包括輸出・役務（使用に係

るプログラム）取引許可申請、特定包括輸出・役務取引

許可申請、特別一般包括役務取引許可申請、特定包括輸

出許可申請、特定包括役務取引許可申請又は電子包括許

可情報の変更申請の別）及び交付を希望する理由を記載

した交付依頼書（様式自由）を提出する。 

(ﾛ) 専用電子計算機に備えられたファイルから入手した 

添付書類等追加申請様式に、申請項目通達に規定する申

請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該項

目の属性及び文字数に従って入力し、(ｲ)の規定による交

付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録する。 

④ 電子申請に係る許可情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録された後に、申請者本人が①の規定による

特別一般包括許可証等の交付を希望するときは、申請者本

人が記名押印又は署名し、申請種別（特別一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可申請、特別一般包

括役務取引許可申請、特定包括輸出許可申請、特定包括輸
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(1)  包括輸出許可証の分割 

①  経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請者本

人又は代理者の求めに応じ、１３(1)の規定による電子包括

許可情報を別紙様式第１による一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許可証、別紙様式第２による特別

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可

証、別紙様式第６による特定包括輸出許可証、別紙様式第

６の２による特定包括輸出・役務取引許可証（以下「包括

輸出許可証」という。）に分割して交付することができる。 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定に

よる包括輸出許可証の分割交付を希望するときは、申請項

目通達に規定する「紙交付希望の有無」の項目に「0：電子

ライセンス希望」を入力するとともに、「分割交付希望通

数」の項目に入力するものとする。 

③  電子申請後、当該申請に係る許可情報が専用電子計算機

に備えられたファイルに記録されるまでの間に、申請者本

人又は代理者が①の規定による包括輸出許可証の分割交付

出・役務取引許可申請、特定包括役務取引許可申請又は電

子包括許可情報の変更申請の別）、交付を希望する理由及び

許可番号を記載した交付依頼書（様式自由）を提出しなけ

ればならない。 

⑤  交付依頼書を書面で提出する場合は、電子申請の受付窓

口に直接持参するか、又は電子申請の受付窓口に郵送する

ものとする。 

(2)  包括輸出許可証の分割 

①  １３の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者本人

の求めに応じ、(1) ①の規定による特別一般包括輸出許可

証等のうち、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可証、特定包括輸出許可証又は特定包括輸

出・役務取引許可証（以下「包括輸出許可証」という。）を

分割して交付することができる。 

 

②  電子申請と同時に、申請者本人が①の規定による包括輸

出許可証の分割交付を希望するときは、申請項目通達に規

定する「紙交付希望の有無」の項目に０（電子包括許可情

報を使用する）又は１（電子包括許可情報は使用しない）

を入力するとともに、「分割交付希望通数」の項目に入力す

るものとする。 

③  電子申請後、当該申請に係る許可情報が専用電子計算機

に備えられたファイルに記録されるまでの間に、申請者本
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を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとす

る。 

(ｲ)  申請者本人が記名押印又は署名し、８(1)、(2) 又は

(3)に規定する電子申請において付与された整理番号、申

請種別（一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可申請、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可申請、特定包括輸出許可申請、特定

包括輸出・役務取引許可申請又は電子包括許可情報の変

更申請の別）、必要とする許可証の通数及び分割を希望す

る理由を記載した分割交付依頼書（様式自由）を提出す

る。 

(ﾛ) （略） 

④  電子申請に係る許可情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録された後に、申請者本人又は代理者が①の

規定による包括輸出許可証の分割交付を希望するときは、

申請者本人が記名押印又は署名し、申請種別（一般包括輸

出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請、特別一

般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申

請、特定包括輸出許可申請、特定包括輸出・役務取引許可

申請又は電子包括許可情報の変更申請の別）、必要とする許

可の許可番号及び通数並びに分割をする理由を記載した分

割交付依頼書（様式自由）を提出しなければならない。 

⑤・⑥ (略) 

 

人が①の規定による包括輸出許可証の分割交付を希望する

ときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

(ｲ)  申請者本人が記名押印又は署名し、８(2) 又は(3)に

規定する電子申請において付与された整理番号、申請種

別（特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可申請、特定包括輸出許可申請、特定包括輸出・

役務取引許可申請又は電子包括許可情報の変更申請の

別）、必要とする許可証の通数及び分割を希望する理由を

記載した分割交付依頼書（様式自由）を提出する。 

 

 

(ﾛ) （略） 

④  電子申請に係る許可情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録された後に、申請者本人が①の規定による

包括輸出許可証の分割交付を希望するときは、申請者本人

が記名押印又は署名し、申請種別（特別一般包括輸出・役

務（使用に係るプログラム）取引許可申請、特定包括輸出

許可申請、特定包括輸出・役務取引許可申請又は電子包括

許可情報の変更申請の別）、必要とする許可の許可番号及び

通数並びに分割をする理由を記載した分割交付依頼書（様

式自由）を提出しなければならない。 

 

⑤・⑥（略） 
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（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  郵送による包括輸出許可証の交付等 

申請者本人又は代理者は、(1)の規定により分割交付され 

た包括輸出許可証の受領を郵送で希望する場合には、返信用

封筒（簡易書留による郵送に必要な返信用切手を貼付し、申

⑦  (1) の規定により交付された特別一般包括許可証等のう

ち、包括輸出許可証の分割については、②の分割交付依頼

書及び包括輸出許可証を提出することにより行うものと

し、その他の分割に係る運用については、包括許可取扱要

領の定めるところによる。 

(3)  特別一般包括許可証等の再発行 

①  (1) の規定により交付された特別一般包括許可証等を紛

失した場合の再発行は、当該特別一般包括許可証等を交付

した担当部局が行う。 

②  申請者本人は、①の規定による特別一般包括許可証等の

再発行を希望するときは、専用電子計算機に備えられたフ

ァイルから入手した再発行申請様式に、申請項目通達に規

定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を

当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録する。再発行申請にあたっ

ては、紛失した特別一般包括許可証等の写しを書面で提出

又は特別一般包括許可証等の情報を専用電子計算機に備え

られたファイルに記録しなければならない。 

③  その他の再発行に係る運用については、運用通達別表第

６に準じて処理するものとする。 

 (4)  郵送による特別一般包括許可証等の交付等 

申請者本人は、(1)、(2)又は (3)の規定により交付された

特別一般包括許可証等又は分割された包括輸出許可証の受領

を郵送で希望する場合には、返信用封筒（簡易書留による郵
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請者本人又は代理者の宛名を記入したもの）を担当部局に提

出又は郵送するものとする。 

 

１８～２０ （略） 

 

別紙参考様式第１ （略） 

別紙様式第１ 

 

送に必要な返信用切手を貼付し、申請者本人の宛名を記入し

たもの）を担当部局に提出又は郵送するものとする。 

 

１８～２０ （略） 

 

別紙参考様式第１ （略） 

（新設） 
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別紙様式第１～別紙様式９ （略） 
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別紙様式第２～別紙様式第１０ （略） 

 

 


