
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明（申請）書
CITES permit/certificate : Government of Japan

（記載例：加工品／条約適用前の植物（再輸出）） 赤枠：申請者（再輸出者）が記載

of

3. 輸入者　Importer (name, address and country) 4. 輸出者／再輸出者　Exporter / Re-exporter (name, address and country)

T

A

B 　

Security stamp

11a. 輸出許可書番号 Export permit No. 11b. 発行日  Date of issue

12b. 発行日　Date of issue

　　税関の記載欄

(この欄は記載しない）

Electric guitar

Indonesia

Date of issue

12a. 再輸出証明書番号　Re-export certificate No.

Dalbergia latifolia

7b. 動植物種の学術名

Scientific name of species

A

7a. 動植物種の一般名

Common name of species

10. 数量・重量　Quantity (including unit)

12b. 発行日　Date of issue

8. 貨物の詳細 　Description of Part or Derivative, including
identifying marks or number (age/sex if live)

9. 附属書・出所　Appendix, Source

11. 原産国 　Country of origin

7a. 動植物種の一般名

Common name of species

7b. 動植物種の学術名

Scientific name of species

11. 原産国 　Country of origin

9. 附属書・出所　Appendix, Source

12. 最終再輸出国 　Country of last re-export

10. 数量・重量　Quantity (including unit)

China 2017CN/RCXXXX/SH

PRE-CONVENTION Acquisition : Before Jan/2/2017

Apr/XX/2017

11b. 発行日  Date of issue11a. 輸出許可書番号 Export permit No.

Date of endorsement Signature and official seal by customs official

12a. 再輸出証明書番号　Re-export certificate No.

Place

13. This permit/certificate is issued by:

B

申告数量　 quantity at the
time of export / re-export

Signature and official seal

15. Export endorsement   ※ 税関記入欄  For customs use only

12. 最終再輸出国 　Country of last re-export

8. 貨物の詳細 　Description of Part or Derivative, including
identifying marks or number (age/sex if live)

14. 船荷証券／航空運送状番号　Bill of lading / Air waybill number

10 no.

Ⅱ OIndian rosewood

1Page

1a. 許可書・証明書番号　Original Permit/ Certificate No.

5b. Security stamp No.

2. 有効期限  Valid until

5a. 目的 Purpose of
transaction

その他／other

5. 特別条件　Special conditions　　※ 政府記入欄  For the government use only

輸出　／export permit

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（この欄は記載しない）

1-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Japan

再輸出／re-export certificate

6. 日本国管理当局　Issuing Management Authority

Trade and Economic Cooperation Bureau
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8901　　JAPAN
TEL: +81-3-3501-1659
FAX: +81-3-3501-0997

本書類は、生きている標本を対象としている場合、その輸送手段が航空輸送の場合は「国際航空運送協会
(IATA)規則」に、それ以外の場合は「輸送に関するCITESガイドライン」に、それぞれ準拠している場合にのみ有効

である。  This permit/certificate is only valid if live specimens are transported in compliance with the
CITES Guidelines for the Transport and preparation for Shipment of Live Wild Animals  or, in the case
of air transport, the Live Specimens Regulations published by the International Air Transport
Association (IATA).

輸入　／import permit

　ABC　Inc.

1. 書類の種類　Type of document 1

CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

　Nature Road, Arlington, VA2222
　USA

Keizai Sangyo　Co.,LTD

再輸出の欄にチェック

輸出者

の正確な名称、住所、国名を入力

学術名を入力

動植物の原産国を入力
最終再輸出国が発行したCITES輸出

許可・再輸出証明書の番号、発行日

を記載する

許可書の該当ページ数

附属書番号と出所コードを記載。

条約適用前の場合は「O」（オー）

１４欄

申請時には記載不

要

輸出時に記載

動植物の一般的な英名を入力

両面印刷２部必要

輸入者（荷受人）の正確な

名称、住所、国名を入力

許可書の総ペー

ジ数を入力

取引の目的コードを入

力

最終再輸出国が発行した

CITSE輸出許可・再輸出証明

書を参照し、取得日が記載

されている場合はその内容

を転記する。

※条約適用前のローズウッ

ド・ブビンガの場合には、多

くの場合「2017年1月2日以

前に取得」と表記されている

ため、その場合には

「Acquisition : Before 
Jan/2/2017」と記入する

Pre-convention と記入

＜CITES再輸出証明書付きで輸入した条約適用前の標本(加
工品)を再輸出する例＞


	別紙様式（１）（表）

