


別紙様式 N-131号
輸入（納税）申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用）

代表税番   申告種別   区分  あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所  申告番号

                         予備申告［］ 申告予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸入取引者
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

税科目              税額合計   欄数   納税額合計
                             担保額           ［］
                             口座［］直納［］ 都道府県
                             納期限延長［］ＢＰ申請事由
通貨レート                                                                                              構成   枚   欄
                                        

記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号      令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条   項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

税関記入欄                           審査印      審査印

別紙１０



別紙様式 N-131号
輸入（納税）申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用）

代表税番   申告種別   区分  あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所  申告番号

                          予備申告   申告予定年月日       本申告

＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号        令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号        令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号



別紙様式 N-131号
蔵入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

                         予備申告［］ 申請予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         
(4)                        書類確認（知財）［］     消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                                                                               構成   枚   欄
蔵入先
記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印

    



別紙様式 N-131号
蔵入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                                    品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

  



別紙様式 N-131号
移入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

                          予備申告［］ 申請予定年月日       本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］ 消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                                                                                構成   枚   欄
移入先
記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞                                    品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印
    



別紙様式 N-131号
移入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

 
＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                                      品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

     税率



別紙様式 N-131号
総保入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

                          予備申告［］ 申請予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］  消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                    構成       枚   欄
総保入先
記事1
                                社内整理番号
記事2                                                                                  利用者整理番号

＜ 欄＞                             品目番号                     単価確認［］
 品名                          数量(1)
 税表番号                        数量(2)
 申告価格（ＣＩＦ）                   課税標準数量

 関税率                         特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                             ＢＰＲ按分係数
                             ＢＰＲ金額
                             原産地      蔵置［］運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印

    



別紙様式 N-131号
総保入承認申請控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

 
＜ 欄＞                            品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地      蔵置［］ 運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                            品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地      蔵置［］ 運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

     税率



別紙様式 N-131 号 
展示等申告控 

 
代表税番 申告種別 区分 あて先税関 提出先 申告年月日 蔵置場所 申告番号 
 
       申告予定年月日 
参加者 
 住所 
 電話 
代理人        通関士コード 
 
仕出人名 
  住所 
輸出の委託者 
 
ＡＷＢ番号           ＭＡＷＢ番号   貨物個数     個 
積載機名                 入港年月日   貨物重量 
取卸港                   積出地 
 

調査用符号 仕入書価格 
貿易管理令［ ］輸入承認証［ ］支払手段等［ ］  運賃 
関税法70条関係許可承認             保険 
共通管理番号                  通関金額 
食品                      評価 
植防                      補正 
動検 
他法令承認等番号                ＢＰＲ合計    計算方式［ ］ 
(1)                      仕入書番号 
(2)                      原産地証明 特恵用［ ］  協定用［ ］  その他［ ］ 
(3)                      包括審査        戻税申告［ ］ 
(4)                      書類確認（知財）［ ］ 消費税有無［ ］ 
(5)                      内容点検確認書1［ ］2［ ］3［ ］貨物取扱届［ ］ 
 
 
 
 
 
 
通貨レート                                   構成  枚  欄 
展示先 
記事1 

社内整理番号 
記事2                             利用者整理番号 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 

 
 
 
税関記入欄                       審査印      審査印 



別紙様式 N-131 号 
展示等申告控 

 
代表税番 申告種別 区分 あて先税関 提出先 申告年月日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 
 
 
 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 
 
 
 

 



別紙様式 N-131号
輸入（納税）申告控（少額関税無税貨物簡易通関扱）

               （消費税等課税標準額等申告控兼用）

代表税番   申告種別   区分   あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所   申告番号
［］

          予備申告［］ 申告予定年月日       本申告［］
輸入者 
 住所
 電話
代理人                                      通関士コード
輸出者名
  住所

ＡＷＢ番号               ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                 入港年月日               貨物重量
取卸港                    積出地

仕入書価格                      仕入書番号
運賃                         書類確認（知財）［］
保険                         内容点検確認書1［］ 2［］ 3［］ 貨物取扱届［］
通関金額                       調査用符号

税科目                税額     納税額合計
                           担保額             ［］
                           口座［］ 直納［］ 都道府県
                           納期限延長［］ ＢＰ申請事由
通貨レート
記事1
                                    社内整理番号
記事2                                 利用者整理番号

品名1                            品目番号    ［］ 実績有［］
   2                            申告価格（ＣＩＦ）
   3                            ＢＰＲ金額
関税率        関税額    免税 定率法  条  項  号－    原産地

－内国消費税等(1)                      種別
 課税標準額
 税率
 税額
－内国消費税等(2)                      種別
課税標準額

 税率
 税額

税関記入欄                           審査印       審査印



別紙様式 N-135号
輸入（納税）申告内容変更控（内国消費税等課税標準数量等申告内容変更控兼用）

代表税番   申告種別   区分  あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所  申告番号

                         予備申告［］ 申告予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸入取引者
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

税科目             税額合計   欄数   納税額合計
                            担保額           ［］
                            口座［］直納［］ 都道府県
                            納期限延長［］ＢＰ申請事由
通貨レート                                                                                            構成   枚   欄

記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号      令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

税関記入欄                           審査印      審査印
    

別紙１１



別紙様式 N-135号
輸入（納税）申告内容変更控（内国消費税等課税標準数量等申告内容変更控兼用）

代表税番   申告種別   区分  あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所  申告番号

 
＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号        令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

＜ 欄＞統合先欄                        品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
  関税額                           ＢＰＲ按分係数
  減免税額                          ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
  減免税 定［ ］暫［ ］法  条  項  号        令  条  項  号  別表   コード 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
    税額                           減免税コード
    減免税額                         輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                                 減免税条項  条  項  号



別紙様式 N-135号
蔵入承認申請内容変更控

代表税番   申請種別   区分   あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

                         予備申告［］ 申請予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］  消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                   構成 枚 欄
蔵入先
記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印
    



別紙様式 N-135号
蔵入承認申請内容変更控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

 
＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

    



別紙様式 N-135号
移入承認申請内容変更控

代表税番   申請種別   区分   あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所   申請番号

                          予備申告［］ 申請予定年月日       本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］  消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                   構成  枚  欄
移入先
記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印
    



別紙様式 N-135号
移入承認申請内容変更控

代表税番   申請種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

 
＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地          運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                  



別紙様式 N-135号
総保入承認申請内容変更控

代表税番   申請種別   区分   あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

                          予備申告［］ 申請予定年月日        本申告［］
輸入者
 住所
 電話
代理人                                       通関士コード
輸入取引者
輸出者名
  住所
輸出の委託者

ＡＷＢ番号                ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                  入港年月日               貨物重量
取卸港                     積出地

貿易形態別符号    調査用符号         仕入書価格
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］   運賃
関税法70条関係許可承認             保険
共通管理番号                   通関金額
食品                       評価
植防                       補正
動検
他法令承認等番号                 ＢＰＲ合計                計算方式［］
(1)                        仕入書番号
(2)                        原産地証明  特恵用［］  協定用［］  その他［］
(3)                        包括審査         戻税申告［］
(4)                        書類確認（知財）［］  消費税有無［］
(5)                                     内容点検確認書1［］2［］3［］貨物取扱届［］

通貨レート                                                                                               構成  枚   欄
総保入先
記事1
                                  社内整理番号
記事2                               利用者整理番号

＜ 欄＞                                   品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地           蔵置［］運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率

税関記入欄                           審査印      審査印
    



別紙様式 N-135号
総保入承認申請内容変更控

代表税番   申告種別   区分  あて先税関   提出先   申請年月日   蔵置場所  申請番号

 
＜ 欄＞                                    品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地           蔵置［］運賃按分［］ 
 
   －内国消費税等(1)                                              種別 
   課税標準額                                                            課税標準数量

    税率
                      

－内国消費税等(2)                                                   種別 
   課税標準額                                                              課税標準数量

    税率

＜ 欄＞                                  品目番号         単価確認［］
  品名                            数量(1) 
  税表番号                          数量(2) 
  申告価格（ＣＩＦ）                     課税標準数量

  関税率                           特恵［］実績有［］ 輸入令別表
                                ＢＰＲ按分係数
                                ＢＰＲ金額
                                原産地           蔵置［］運賃按分［］
 
   －内国消費税等(1)                     種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率
                                 

－内国消費税等(2)                      種別 
   課税標準額                        課税標準数量

    税率



別紙様式 N-135 号 
展示等申告内容変更控 

 
代表税番 申告種別 区分 あて先税関 提出先 申告年月日 蔵置場所 申告番号 
 
       申告予定年月日 
参加者 
 住所 
 電話 
代理人        通関士コード 
 
仕出人名 
  住所 
輸出の委託者 
 
ＡＷＢ番号           ＭＡＷＢ番号   貨物個数     個 
積載機名                 入港年月日   貨物重量 
取卸港                   積出地 
 

調査用符号 仕入書価格 
貿易管理令［ ］輸入承認証［ ］支払手段等［ ］  運賃 
関税法70条関係許可承認             保険 
共通管理番号                  通関金額 
食品                      評価 
植防                      補正 
動検 
他法令承認等番号                ＢＰＲ合計    計算方式［ ］ 
(1)                      仕入書番号 
(2)                      原産地証明 特恵用［ ］  協定用［ ］  その他［ ］ 
(3)                      包括審査        戻税申告［ ］ 
(4)                      書類確認（知財）［ ］ 消費税有無［ ］ 
(5)                      内容点検確認書1［ ］2［ ］3［ ］貨物取扱届［ ］ 
 
 
 
 
 
 
通貨レート                                   構成  枚  欄 
展示先 
記事1 

社内整理番号 
記事2                             利用者整理番号 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 

 
 
 
税関記入欄                       審査印      審査印 



別紙様式 N-135 号 
展示等申告内容変更控 

 
代表税番 申告種別 区分 あて先税関 提出先 申告年月日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 
 
 
 
 
 
＜ 欄＞      品目番号      単価確認［ ］ 
 品名      数量(1) 
 税表番号     数量(2) 
 申告価格（ＣＩＦ） 課税標準数量 
 
 関税率     特恵［ ］実績有［ ］  輸入令別表 

ＢＰＲ按分係数 
ＢＰＲ金額 
原産地       使用［ ］運賃按分［ ］ 

 
  －内国消費税等(1)    種別 

課税標準額     課税標準数量 
 
   税率 
 
 
 
－内国消費税等(2)    種別 
課税標準額     課税標準数量 

 
   税率 
 
 
 

 



別紙様式 N-135号
輸入（納税）申告内容変更控（少額関税無税貨物簡易通関扱）

                   （消費税等課税標準額等申告内容変更控兼用）

代表税番   申告種別   区分   あて先税関   提出先   申告年月日   蔵置場所   申告番号
［］

        予備申告［］ 申告予定年月日       本申告［］
輸入者 
 住所
 電話
代理人                                      通関士コード
輸出者名
  住所

ＡＷＢ番号               ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                 入港年月日               貨物重量
取卸港                    積出地

仕入書価格                      仕入書番号
運賃                         書類確認（知財）［］
保険                         内容点検確認書1［］ 2［］ 3［］ 貨物取扱届［］
通関金額                       調査用符号

税科目                税額     納税額合計
                           担保額             ［］
                           口座［］ 直納［］ 都道府県
                           納期限延長［］ ＢＰ申請事由
通貨レート
記事1
                                       社内整理番号
記事2                                 利用者整理番号

品名1                            品目番号    ［］ 実績有［］
   2                            申告価格（ＣＩＦ）
   3                            ＢＰＲ金額
関税率        関税額    免税 定率法  条  項  号  原産地

－内国消費税等(1)                       種別
 課税標準額
 税率
 税額
－内国消費税等(2)                       種別
課税標準額

 税率
 税額

税関記入欄                             審査印        審査印



別紙様式 N-136号
輸入（引取）申告控

代表税番 区分 輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関          蔵置場所   申告番号

        予備申告［］ 本申告［］   申告予定年月日
輸入者
 住所
 電話
代理人                                     通関士コード

輸入取引者
輸出者名
  住所

ＡＷＢ番号               ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                 入港年月日               貨物重量
取卸港                    積出地

貿易形態別符号    調査用符号        仕入書種別
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］  他法令承認等番号
関税法70条関係許可承認               (1) 
共通管理番号                    (2)
食品                        (3)
植防                        (4)
動検                        (5)
書類確認（知財）［］  内容点検確認書1［］2［］3［］  貨物取扱届［］

通貨レート                                     構成   枚   欄
記事１
                                 社内整理番号
記事２                               利用者整理番号

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

税関記入欄                         審査印        審査印

別紙１２



   別紙様式 N-136号
輸入（引取）申告控

代表税番 区分 輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関          蔵置場所   申告番号

                                  利用者整理番号
＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地



 別紙様式 N-137号
輸入（引取）申告内容変更控

代表税番 区分 輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関          蔵置場所   申告番号

        予備申告［］ 本申告［］   申告予定年月日
輸入者
 住所
 電話
代理人                                      通関士コード

輸入取引者
輸出者名
  住所

ＡＷＢ番号               ＭＡＷＢ番号               貨物個数     個
積載機名                 入港年月日               貨物重量
取卸港                    積出地

貿易形態別符号    調査用符号        仕入書種別
貿易管理令［］輸入承認証［］支払手段等［］  他法令承認等番号
関税法70条関係許可承認               (1) 
共通管理番号                    (2)
食品                        (3)
植防                        (4)
動検                        (5)
書類確認（知財）［］  内容点検確認書1［］2［］3［］  貨物取扱届［］

通貨レート                                     構成   枚   欄
記事１
                                 社内整理番号
記事２                               利用者整理番号

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

税関記入欄                         審査印        審査印

別紙１３



   別紙様式 N-137号
輸入（引取）申告内容変更控

代表税番 区分 輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関          蔵置場所   申告番号

                                  利用者整理番号
＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地

＜ 欄＞統合先欄                       品目番号           単価確認［］
  品名                           数量(1)
                               数量(2)
  価格                           輸入令別表
                               原産地



別紙様式 N-142号

展示等積戻し申告控

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  提出先  申告年月日  蔵置場所  申告番号

参加者
 住所
荷受人
 住所
代理人                                        通関士コード

ＡＷＢ番号                       貨物総個数        個
積載機名                        最終仕向地
代理店営業所       積載航空会社         出港予定年月日

構成   枚   欄
記事１
                                    社内整理番号
記事２                                 利用者整理番号

保税運送先

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

税関記入欄                         審査印       審査印

別紙１４



別紙様式 N-142号

展示等積戻し申告控

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  提出先  申告年月日  蔵置場所  申告番号

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）



別紙様式 N-143号

展示等積戻し申告内容変更控

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  提出先  申告年月日  蔵置場所  申告番号

参加者
 住所
荷受人
 住所
代理人                                        通関士コード

ＡＷＢ番号                       貨物総個数        個
積載機名                        最終仕向地
代理店営業所       積載航空会社         出港予定年月日

構成   枚   欄
記事１
                                    社内整理番号
記事２                                 利用者整理番号

保税運送先

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

税関記入欄                         審査印       審査印

別紙１５



別紙様式 N-143号

展示等積戻し申告内容変更控

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  提出先  申告年月日  蔵置場所  申告番号

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）

＜ 欄＞ 展示等申告番号
     品名                               到着時の積出国
   貨物個数     個   貨物重量         KG    申告価格（FOB）



別紙様式 N-144号

船名・数量等（展示等積戻し許可内容）変更申請控情報

                     殿

        に展示等積戻し許可された申告番号           について、次のとおり変更を申請します。

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  申請先部門  申請年月日  申告番号

申請者                                   通関士

当初申告者

参加者
 住所

荷受人
 住所

展示等積戻し許可時申告番号                  展示等積戻し許可年月日

訂正種別      訂正理由

（項   目）        （変 更 前）        （変 更 後）

AWB番号

積込港

最終仕向地

貨物個数           個             個

記事１
                          社内整理番号
記事２                       利用者整理番号

税関記入欄                    審査印     審査印

別紙１６



別紙様式 N-145号

展示等積戻し許可内容変更申請控情報

                     殿

        に展示等積戻し許可された申告番号           について、船名・数量等（展示等積戻し
許可内容）変更申請          に基づき、変更したので通知します。

展示等積戻し許可内容変更承認日

大額／小額  特区種別  SP／OBC  区分  あて先税関  申請先部門  申請年月日  申告番号

申請者                                   通関士

当初申告者

参加者
 住所

荷受人
 住所

展示等積戻し許可時申告番号                  展示等積戻し許可年月日

訂正種別      訂正理由                 保税運送承認期間

（項   目）        （変 更 前）        （変 更 後）

AWB番号

積込港

最終仕向地

貨物個数           個             個

記事１
                          社内整理番号
記事２                       利用者整理番号

別紙１７


