
記載例：加工品／動物①（輸出） 

別紙様式  輸 出 承 認 申 請 説 明 書 
  Instructions of application for export approval 

(Date) ××××年(year) ×× 月(month) ××  日(day) 

経済産業大臣 殿 

Minister of Economy, Trade and Industry 

申請者（輸出者）(Applicant (exporter))

氏名又は名称及び代表者の氏名 

(Name/Name of the corporation and of its representative) 

ケイザイサンギョウ株式会社

代表取締役 ○△ ○○

住  所(Address in Japan ) 

〒***-****  東京都千代田区霞が関１－３－１

担当者名(Name of the person in charge)   経産 太郎  

電話番号(Phone number)  **-****-**** 

1．輸入者
（荷受人）

Importer 
(Consignee)

氏名又は法人名 
Name / Corporation name

ABC Inc 

住所 
Address 

○△○○ △○ ○○△○○○ ○△○ USA

仕向地 
Destination (Country) 

USA 

受入施設 
（生きている動植物の場合） 
Receiving facility 
(In case of Living plants and

 animals)

（住所及び施設概要）Address and facility 

動物園[Zoo]・水族館[Aquarium]・植物園[Botanical garden] ・温室[Greenhouse]・水槽[Water tank]・ 
その他 [Other]（          ） 

2．輸出しよ
うとする貨
物 

Export cargo

動物又は植物の名称 
Name of animal 
or plant

（学名） (一般名)     （附属書番号） 

Scientific name Common name Appendix.no 

①④Alligator mississippiensis  ミシシッピーワニ 
②Crocodylus niloticus   ナイルワニ Ⅰ・Ⅱ 
③Crocodylus porosus   イリエワニ 

出所の区分 
Source

野 生[Wild] ・ 繁 殖[Captive Breeding/Artificial Propagation]・

条約適用前[pre-convention] 

輸出時点の 
貨物の状態 
Cargo status at 
the time of export

（生きている場合、その運送手段）In case of living plants or animals, its transportation means 

（生きていない場合、その状態及び加工製品名）In case of dead animal or plant, its state and product name

①②Handbag ③Wallet ④Wrist watch with strap 
数量   Quantity ①5no. ②8no.  ③2no.  ④3 no. 

3.その他 
Other

該
当
す
る
項
目
に
記
入
す
る
こ
と 

飼育繁殖・ 
人工繁殖 
させたもの 
Case of 

captive breeding and ar

tificial propagation 

（繁殖期間）Breeding period 

年(year) 月(month) ～  年(year) 月(month)まで 

（繁殖者の氏名及び住所）Breeder's name and address 

（条約附属書Ⅰに掲げるものであって、関係省の繁殖に係る証明を受けた場合は、その証明書番号及び発行

年月日）In case of Appendix I, certificate number and date of issue of the certificate of breeding or propagation issued by

authorities concerned.

購入 
（入手）元 

Seller or 
assignor

（氏名又は法人名） Name / Corporation name 

別紙参照 

（住 所） Address  

（電 話） Phone number 

（購入（入手）年月日） Purchase date 

 年(year) 月(month) 日(day) 

輸入許可書
((注)３.) 
Import permit 

(発行国) County of Issue      (発行日)  Date of issue  

（許可書番号）Original Permit No. 

写しを添付します。 (Attach a copy of Import permit)    附属書Ⅰのみ。 (Only the case of Appendix I) 

備考 Note 

（注）１．用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 

２．記載事項は、やむを得ない場合には、英語で記入しても差し支えありません。 

３．「３．その他」の輸入許可書の欄には、条約附属書Ⅰに掲げる動植物等であって、輸入国政府当局（締約国等が国又は地域ごとに定める管理当局又はこれに 

準ずる当局をいう。）の発行する輸入許可書が条約上必要とされている場合に記入する。 

荷受人 

附属書 

出所 

商品名及び貨物

の詳細と整合 

空 欄 

ご申請者への最終販売者 

※輸入者と再輸出者が同じ場合には、最終輸出国の 輸出者を記載

※輸入者と再輸出者が同じ場合には、通常、

輸入許可通知書に記載の輸入許可日となる 

代表者印は不要 

https://ejje.weblio.jp/content/living
https://ejje.weblio.jp/content/plants+and+animals
https://ejje.weblio.jp/content/plants+and+animals


（記載例：加工品／動物➀（再輸出）） 

（ 別 紙 ） 

３．その他 

購入（入手元）  

（氏名又は企業名） 

① (株)○○産業

② (株)○○工業

③ (株)○○貿易

④ (株)○○商事

（住所） 

① ○○県▲▲群□□１２３－４５６

② ○○県▲▲市□□９８７－６５４

③ ○○県▲▲市□□１１１－２２２

④ ○○県▲▲市□□５５５－５５５

（電話） 

①０６７－１２３－８９００

②０５５－１１１－３３３３

③０３－１１１１－１１１１

④０４５－２２２－５５５５ 

（購入（入手）年月日） 

①２０１２年９月１０日 

②２０１２年１２月１日 

③２０１３年１月１０日 

④２０１３年３月１５日 


