
申請番号                                  税関様式Ｔ第 1280 号  
Application No.                                               Customs Form T No.1280  

自動車等の引越荷物免税申請書  
Application Duty Exemption on Household Effect, removed on 

account of Removal of Residence such as Automobiles. etc. 
 令和    年    月    日 

Date:                              
税 関 長  殿 
To Director of Customs:                                  

申 請 者 
Applicant: 

住所又は所在地 
Address or Location:                               
氏名（名称及び代表者の氏名） 

Name (Trade Name and Name of Representative) :                       
関税定率法第１５条第１項第９号の規定により免税を受けたいので関係書類を添え下記のとお

り申請します。  
Attaching the relevant documents, I hereby for duty exemption under Item 9, par. 1, Art. 15 of the 

Customs Tariff Law, as follows. 
記 

使 用 者 氏 名 
Name of owner  国 籍 

Nationality  

職 業 
Occupation  パスポート番号 

Passport No.  在 籍 資 格 
Status in Japan  

入 国 年 月 日 
Date of entrance  

船 名 又 は 機 名 
Name of vessel 

 or aircraft 
 入 国 港 名 

Port of entrance  

日 本 に お い て 同 
居 す る 家 族 の 数 

Number of family 
residing in Japan 

 使 用 の 目 的 
Purpose for use  

現 住 所 
Present address 

電話（    ） 
Tel. 

勤務先住所及び名称 
Name and address 

 of office 

電話（    ） 
Tel. 

自動車（船舶、航空機）の名称 
Name of automobile(vessel, aircraft) 

形    式 
Model 

年    式 
Type  

車台番号  
Chassis No. 

機関番号  
Engine No. 

     
（注） １． 関税及び内国消費税の免税を受けた上記の貨物が、輸入の許可の日から２年以内に自己又は

家族の個人的な使用以外の他の用途に供されたときは、免税を受けた関税及び内国消費税は直

ちに徴収されます。 
２． 入国前に申請者又はその家族が既に使用したこと（船舶又は航空機については、入国前１年

以上申請者又はその家族が使用したこと）を証明する書類を添付して下さい。 
３． 入国の際、上記物品について別送申告をしてあつたときは、税関の確認を受けた別送申告書

を添付してください。 
４． 本邦に住居を移転するため入国するものであることを証するパスポートその他の書類を提示

してください。 
Remarks: 1. If the above mentioned goods, exempted from customs duty and internal tax, are offered 

for use other than the personal use of yourself or your family, within 2 years after the 
import permit was granted for the goods, there shall immediately be collected the customs 
duty and internal tax exempted. 

2. The application shall be accompanied with: 
         (ⅰ) The document certifying that goods (except the vessels and aircrafts)have been used by 

you or your family before your entry into Japan (in case of the vessels and aircrafts, the 
document certifying that these have been used by you or your family one year or more 
before your entry into Japan), and. 

(ⅱ）The declaration for unaccompanied goods, certified by the customs, if the goods 
mentioned above were declared in advance as unaccompanied goods upon your entry into 
Japan. 

3.  The passport or any other document certifying your entry into Japan for removal of your 
residence shall be produced. 

 （規格Ａ４）  


