Original(Duplicate/Triplicate)
証明番号（証明ごとの個別番号）

Reference No.
1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN
(AJCEP AGREEMENT)

輸出者の名称、住所・国名

CERTIFICATE OF ORIGIN

2. Goods consigned to (Importer’s / Consignee's name,
address, country)

FORM AJ

発給国名
Issued in ______________
(Country)

輸入者の名称、住所・国名

See Notes Overleaf
3. Means of transport and route (as far as known)
Shipment date

船積日

船名又はフライト
番号
Port of discharge

荷卸港

6. Marks and
numbers of
packages

品目別規則に特別な品名が記載されて
いるもの(例えば、第2208.90号)につ
いては、当該特別な品名を記入。

項目番号

Preferential Treatment Given Under AJCEP
Agreement
(日本への輸入については
第４欄は使用しない)

積出港、積替港、
荷卸港
船名又はフライト
番号を分かる範囲
で記入
遡及発給の場合、
船積日を記入

Vessel's name/Aircraft etc.

5. Item
number

4. For Official Use

輸送の手段及び経路
（分かる範囲で）

Preferential Treatment Not Given (Please
state reason/s)
加えて、必要に応じ、ＡＣＵ(第
29条－累積)、ＤＭＩ(第28条－
僅少の非原産材料)を追記
..................................................................................
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country

7. Number and type of
packages, description of
goods (including quantity
where appropriate and HS
number of the importing
６桁
Party)

包装の記
号、番号

8. Origin criteria
(see Notes
overleaf)

原産地基準

包装の個数及び種
類、品名、ＨＳ番号

下記①～③のカテゴリーの
いずれか１つを必ず記入
①”ＷＯ“、
②“ＣＴＨ”、“ＲＶ
Ｃ”、“ＣＴＣ”、“Ｓ
Ｐ”のうちの適切なもの
③“ＰＥ”

○ 第三国インボイスの場合には、同インボイスの
発行者の名称及び住所を記入。
○ 第10欄に輸出国で発行されるインボイスの番
号・日付が記入される場合には、第７欄には第
三国インボイスの発行者の名称・住所に加えて
インボイスが第三国で発行される旨を記入

11. Declaration by the exporter

(Country)
and that they comply with the requirements
specified for these goods in the AJCEP Agreement
for the goods exported to

輸入締約国名

.............................................................
(Importing Country)

Place and date, name, signature and company of
authorised signatory
13.

「第三国インボイス」の場合、こ
こにチェック(✓)を付す。

インボイスの
番号及び日付
原則として日本への輸
入に用いられるインボ
イス(第三国インボイ
スを含む｡)。ただし、
第三国インボイスの番
号・日付が不明の場合
には、輸出国で発行さ
れるインボイスの番
号・日付

紛失・盗難・損傷時の｢再発給｣
①新規の番号を付した新規の証明書の発給：第12欄に当初の原産地証明書
の発給日と証明番号を記入。(この場合、当初の原産地証明書は無効)
②当初の原産地証明書の｢真正な写し｣の発給：第12欄に当初の原産地証明
書の発給日と”CERTIFIED TRUE COPY”を記入。
①・②のいずれであっても、｢再発給｣された原産地証明書の有効期間
は、当初の原産地証明書の発給日から１年間。

申請の場所、日付、申請者の署名
.............................................................

□ Third Country Invoicing

グロス重量又はそ
の他の数量及び価
格（価格の記載を
要するのは、付加
価値基準（RVC）が
使用される場合の
みで、その場合に
は FOB 価額を記
載。）

It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the
exporter is correct.
輸出締約国の権限のある当局又は指定団体による記入
・ 日付(原則として船積日を含めその日から３日以内⇒
それより後の発給を遡及発給として扱う｡)
・ 押印 ・署名（自署又は署名の形状の印字）

原産国名
.............................................................

ゴム印不
可

10. Number and
date of
Invoices

12. Certification

The undersigned hereby declares that the above
details and statements are correct; that all the goods
were produced in
輸出者が
記入。
・ 証明書
申請の
日付
・ 署名(自
署又は
署名の
形状の
印字)

9. Gross
weight
or other quantity
and value (FOB
only when RVC
criterion is used)

□ Back-to-Back CO
「連続する原産地証明書」の場
合、ここにチェック(✓)を付す。

................................................................................

証明機関の場所、日付、署名及び証明印

Place and date, signature and stamp of
certifying authority
「遡及発給」が可能なの
は船積日から１年以内
□ Issued Retroactively
「遡及発給」の場合、ここ
にチェック(✓)を付す。

ゴム
印不
可

