
（別紙１） 

別紙様式Ｍ－111 号 
コンテナ扱い申出控 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
輸出者 

  住所 
  電話 
代理人 
保税地域 
 
輸出管理番号                貨物個数 

 最終仕向地 
 コンテナ本数       コンテナタイプ 
 
 輸出承認証等区分     輸出令第４条 
 輸出承認証番号等（１）                 （２） 

     （３）                 （４） 
         （５） 
 
バンニング場所（１） 
住所 
証明者 

バンニング場所（２） 
住所 
証明者 

バンニング場所（３） 
住所 
証明者 

バンニング場所（４） 
住所 
証明者 

バンニング場所（５） 
住所 
証明者 

                                       構成   枚   欄 
 
記事（税関用） 
記事（通関業者用）                        利用者整理番号 

 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条  



別紙様式Ｍ－111 号 
コンテナ扱い申出控（つづき） 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

      輸出令別表コード      外為法第48条 



（別紙２） 

別紙様式Ｍ－112 号 
コンテナ扱い申出変更控 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
輸出者 

  住所 
  電話 
代理人 
保税地域 
 
輸出管理番号                貨物個数 

 最終仕向地 
 コンテナ本数       コンテナタイプ 
 
 輸出承認証等区分     輸出令第４条 
 輸出承認証番号等（１）                 （２） 

     （３）                 （４） 
         （５） 
 
バンニング場所（１） 
住所 
証明者 

バンニング場所（２） 
住所 
証明者 

バンニング場所（３） 
住所 
証明者 

バンニング場所（４） 
住所 
証明者 

バンニング場所（５） 
住所 
証明者 

                                       構成   枚   欄 
 
記事（税関用） 
記事（通関業者用）                        利用者整理番号 

 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 



別紙様式Ｍ－112 号 
コンテナ扱い申出変更控（つづき） 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 



（別紙３） 

別紙様式Ｍ－113 号 
コンテナ扱い申出適用通知書 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
輸出者 

  住所 
  電話 
代理人 
保税地域 
 
輸出管理番号                貨物個数 

 最終仕向地 
 コンテナ本数       コンテナタイプ 
 
 輸出承認証等区分     輸出令第４条 
 輸出承認証番号等（１）                 （２） 

     （３）                 （４） 
         （５） 
 
バンニング場所（１） 
住所 
証明者 

バンニング場所（２） 
住所 
証明者 

バンニング場所（３） 
住所 
証明者 

バンニング場所（４） 
住所 
証明者 

バンニング場所（５） 
住所 
証明者 

                                       構成   枚   欄 
 
記事（税関用） 
記事（通関業者用）                        利用者整理番号 

 
 ［税関通知欄］ 
 
 
 
   コンテナ扱い適用年月日 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 



別紙様式Ｍ－113 号 
コンテナ扱い申出適用通知書（つづき） 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 



（別紙４） 

別紙様式Ｍ－114 号 
コンテナ扱い申出不適用通知書 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
輸出者 

  住所 
  電話 
代理人 
保税地域 
 
輸出管理番号                貨物個数 

 最終仕向地 
 コンテナ本数       コンテナタイプ 
 
 輸出承認証等区分     輸出令第４条 
 輸出承認証番号等（１）                 （２） 

     （３）                 （４） 
         （５） 
 
バンニング場所（１） 
住所 
証明者 

バンニング場所（２） 
住所 
証明者 

バンニング場所（３） 
住所 
証明者 

バンニング場所（４） 
住所 
証明者 

バンニング場所（５） 
住所 
証明者 

                                       構成   枚   欄 
 
記事（税関用） 
記事（通関業者用）                        利用者整理番号 

 
 ［税関通知欄］ 
 
 
 
   コンテナ扱い不適用年月日 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 



別紙様式Ｍ－114 号 
コンテナ扱い申出不適用通知書（つづき） 

＜ＥＸＰ＞ 
 

代表統番  少額  特区官署  あて先税関  提出先  申出年月日  蔵置場所  申出番号 
 
 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

 
 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 
     輸出令別表コード      外為法第48条 
 
＜ 欄＞ 統計品目番号          品名 
     数量（１）                数量（２） 
     関税法７０条関係許可承認（１）   （２）   （３）   （４）   （５） 

      輸出令別表コード      外為法第48条 



（参考） 

（別紙様式Ｍ－213 号） 
帳 票 名 称 

＜ＥＸＰ＞ 
 
代表統番   申告種別  区 分  あて先税関   提出先   申告予定日  蔵置場所  申告番号 
 
輸出者 
住 所 

 電 話 
代理人                                     通関士コード 
保税地域 
荷受人 
 
 住 所 
 
 国コード   電話 
 
輸出管理番号               ＡＷＢ番号 
 
貨物個数             貨物重量            貨物容積 
貨物の記号等 
 
最終仕向地                              船（機）籍符号 
積 出 港                              貿易形態別符号 
積載予定船舶                             出港予定年月日 
コンテナ扱い [  ]   ふ中扱い船                  調査用符号 
はしけ名                               係留場所     積付状況 
 
輸出承認証等区分      事前検査・通関士審査 [  ] 
輸出令第４条 [  ] 
輸出承認証番号等 (1)                   (2) 

(3)                   (4) 
(5) 

 
インボイス番号 －            － 
インボイス価格 －   －          －   ＦＯＢ価格   － 
ベーシックＰＲ合計              －   通貨レート   －      － 
包括受理番号        適用期間      － 
ブッキング番号 
船積（搭載）確認（関税）[  ]    （内消税）[  ]    （その他）[  ] 

 
バンニング場所 (1) 
住 所 
証明者 

バンニング場所 (2) 
住 所 
証明者 

バンニング場所 (3) 
住 所 
証明者 

バンニング場所 (4) 
住 所 
証明者 

バンニング場所 (5) 
住 所 
証明者 

                                       構成   枚   欄 
記事（税関用） 
記事（通関業者用）                        社内整理番号 
                                利用者整理番号 
（注）この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日  

から起算して２月以内に税関長に対して異議申立てをすることができます。  
 
[ 税関記入欄 ]                         審査印   審査印   積込年月日 
 



（別紙様式Ｍ－213 号） 
帳 票 名 称 

＜EXP＞ 
 
代表統番   申告種別  区 分  あて先税関   提出先   申告予定日  蔵置場所  申告番号 
 
コンテナ番号 

 
 
 
                                       コンテナ本数 

 
 

 
実輸出者 
住 所 
電 話 
 

実輸入者 
 
住 所 

 
電 話 
[税関通知欄] 

 
 
 併せ運送識別 [  ]   保税運送承認期間     輸出許可日 
 本船・ふ中扱い承認日               コンテナ適用日 

＜ 欄＞統合先欄番号     単価再確認 [  ]    統計品目番号 
品 名                        数 量 (1) 
申告価格（ＦＯＢ）                  数 量 (2) 
                          ベーシックＰＲ按分係数 
                          ベーシックＰＲ金額  － 
                          原産地  － 

関税法70条関係許可承認 (1)   (2)   (3)   (4)   (5) 
輸出令別表コード     外為法第48条 [  ]    関税減免税条項符号 
減免戻税法条項 定率法 [  ]  暫定法 [  ]     内消税免税符号 － 
（法）        （令） 

 
 
 

 


