
（原産品申告書の必要的要件及び様式） 

68－５－11 の３ 

(1) 本節において、原産品申告書とは以下のものをいう。 

イ オーストラリア協定第３・16 条に基づく原産地証明文書 

ロ ＴＰＰ11 協定第３・20 条に基づく原産地証明書 

ハ ＥＵ協定第３・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識 

ニ 米国協定附属書Ⅰ第Ｃ節第一款９(a)に基づく産品が原産品であるこ 

とについての輸入の時の申告 

  ホ 英国協定第３・16 条に基づく原産地に関する申告又は輸入者の知識 

なお、原産品申告書については任意の様式とするが、必要記載事項を含

めた様式見本を別途事務連絡する。 

(2) 令第 36 条の３第３項（令第 50 条の２の規定において準用する場合を含

む｡）、第 51 条の 12 第３項又は第 61 条第１項第２号イ(2)の規定により、

税関に提出された原産品申告書については、原則として、次の各号に掲げ

る要件のすべてを満たしている必要がある。なお、各協定に定める原産地

規則に係る規定に基づく原産品としての要件を満たさないと認められる場

合には、ＥＰＡ税率を適用することはできないことに留意する。 

イ オーストラリア協定附属書３に掲げる事項が以下に留意して記載され

ていること。 

(ｲ)  品目に対応する日本への輸入申告に用いられる仕入書の番号及び日

付が記載されていること。 

(ﾛ)  原産品申告書を作成した輸出者又は生産者以外の者であって第三国

に所在する者が本邦の輸入者に対し仕入書を発行する場合には、原産

品申告書においては、第三国インボイスが使用されている旨記載され

ているとともに、当該仕入書を発行する者の正式名称及び住所の記載

を要するものとする。 

ロ ＴＰＰ11 協定附属書３－Ｂに掲げる事項が以下に留意して記載され

ていること。 

 (ｲ) 品目に対応する日本への輸入申告に用いられる仕入書の番号及び日

付が記載されていること。 

 (ﾛ)  同一の産品を２回以上輸入する場合には、その期間を記載し、かつ

当該期間が 12 箇月を超えないこと。 

ハ ＥＵ協定第３章に定める要件が以下に留意して記載されていること。 

(ｲ) 第３・16条２(a)に基づく輸出者（生産者を含む）によって作成され

た原産地に関する申告による場合、同協定附属書３－Ｄに規定されてい

る申告文が、インボイス等の商業上の文書上に作成されていること。な

お、当該申告文は商業上の文書の添付書類として別紙に作成されたもの

であってもよい。 

(ﾛ) 上記(ｲ)の申告文の英文は以下のとおりである。 

(Period：from..........to..........（注１）) 



The exporter of the products covered by this document (Exporter 

Reference No..........（注２）) declares that, except where 

otherwise clearly indicated, these products are of .......... 

preferential origin（注３）. 

(Origin criteria used（注４））  

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

(Place and date（注５）) 

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

(Printed name of the exporter) 

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

(注１) 原産地に関する申告が第３・17条５(b)に規定する同一の原

産品の二回以上の輸送のために作成される場合は、当該申告が

適用される期間（12か月以下）が記載される。当該産品の全て

の輸入は記載された期間内に行われていることを確認する。そ

のような期間の適用がない場合には、この欄は、空欄となって

いてもよい。 

(注２) 欧州連合の輸出者については、当該参照番号は、欧州連合の

法令に従って割り当てられる番号である。 

(注３) 産品の原産地（the European Union（欧州連合））が記載さ

れている。 

(注４) 場合に応じて、次の一又は二以上の記号が記載されている。 

ⅰ 第３・２条１(a)に規定する産品（完全生産品）については、

「Ａ」 

ⅱ 第３・２条１(b)に規定する産品（原産材料のみから生産さ

れる産品）については、「Ｂ」 

ⅲ 第３・２条１(c)に規定する産品（品目別規則を満たす産品）

については、「Ｃ」（当該産品に実際に適用される品目別規則

の種類に係る次の数字を追加的に付されていること。） 

(ｱ) 関税分類変更基準については、「１」 

(ｲ) 付加価値基準については、「２」 

(ｳ) 加工工程基準については、「３」 

(ｴ) 累積を適用する場合には、「Ｄ」 

(ｵ) 許容限度を適用する場合には、「Ｅ」 

(注５) 場所及び日付の情報が文書自体に含まれる場合には、省略さ

れていてもよい。 

なお、当該申告文は同附属書に規定する他の23言語の使用も可能となっ

ていることから、英文以外の言語による申告文が作成されている場合には、

当該申告文が同協定に定められたものとなっていることを確認すること

とする。 

(ﾊ)  第３・16条２(b)に基づく輸入者の知識による場合、原産品申告書



が以下に留意して作成されていること。 

 ① 以下の事項が含まれていること。 

ⅰ 輸出者に関する情報（輸出者の氏名又は名称及び住所（国名を含 

む）） 

ⅱ 産品の概要（品名、仕入書の番号等） 

ⅲ 統一システムの関税分類番号（HS2017版に基づく6桁） 

ⅳ 適用する原産性の基準 

ⅴ 原産品申告書の作成年月日及び作成者の情報 

② 上記①ⅳの適用する原産性の基準は、上記(ﾛ)（注４）を準用する。 

③ 仕入書の番号が記載されている等、他の輸入申告書類との関連付け

がなされていること。 

④ 同一の産品を２回以上輸入する場合には、その期間を記載し、かつ 

当該期間が 12 箇月を超えないこと。 

ニ 米国協定附属書Ⅰ第Ｃ節第一款９(a)に基づき輸入者が作成する原産 

品申告書においては、以下に留意して作成されていること。 

   (ｲ) 以下の事項が含まれていること 

① 輸出者に関する情報（輸出者の氏名又は名称及び住所） 

② 生産者に関する情報（生産者の氏名又は名称及び住所） 

③ 輸入者に関する情報（輸入者の氏名又は名称、住所及び電話番号） 

④ 産品の概要（品名、仕入書の番号） 

⑤ 統一システムの関税分類番号（HS2017 版に基づく 6 桁） 

⑥ 適用する原産性の基準 

⑦ 原産品申告書の作成年月日及び作成者の情報 

(ﾛ) 上記(ｲ)⑥の原産性の基準は場合に応じて、以下のように記載されて 

いること。なお、産品が複数ある場合には、それぞれについて記載する 

必要があることに留意する。 

① 附属書Ⅰ第Ｃ節第一款２(b)に規定する産品（完全生産品）について 

は「WO」 

② 附属書Ⅰ第Ｃ節第一款２(a)(ⅱ)に規定する産品(原産材料のみから 

生産される産品）については「PE」 

③ 附属書Ⅰ第Ｃ節第一款２(a)(ⅲ)に規定する産品（品目別規則を満た 

す産品）については、「PSR」 

④ 附属書Ⅰ第Ｃ節第一款３(a)に規定する僅少の非原産材料の規定を

適用した産品については、上記③に加えて「DMI」 

(ﾊ) 日本語又は英語で作成すること 

ホ 英国協定第３章に定める要件が以下に留意して記載されていること。 

(ｲ) 第３・16 条２(a)に基づく輸出者（生産者を含む。）によって作成さ

れた原産地に関する申告による場合、同協定附属書３－Ｅに規定されて

いる申告文が、インボイス等の商業上の文書上に作成されていること。

なお、当該申告文は商業上の文書の添付書類として別紙に作成されたも



のであってもよい。 

(ﾛ) 上記(ｲ)の申告文の英文は以下のとおりである。 

(Period：from..........to..........（注１）) 

The exporter of the products covered by this document (Exporter 

Reference No.......... （ 注 ２ ） ) declares that, except where 

otherwise clearly indicated, these products are of .......... 

preferential origin（注３）. 

(Origin criteria used（注４）) 

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

(Place and date（注５）) 

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

(Printed name of the exporter) 

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

（注１） 原産地に関する申告が第３・17 条５(b)に規定する同一の原

産品の二回以上の輸送のために作成される場合は、当該申告が

適用される期間（12 か月以下）が記載される。当該産品の全て

の輸入は記載された期間内に行われていることを確認する。そ

のような期間の適用がない場合には、この欄は、空欄となって

いてもよい。 

（注２） 英国の輸出者については、当該参照番号は、英国の法令に従

って割り当てられる番号である。 

（注３） 産品の原産地（the United Kingdom（英国））が記載されて

いる。 

（注４） 場合に応じて、次の一又は二以上の記号が記載されている。 

ⅰ 第３・２条１(a)に規定する産品（完全生産品）について

は、「Ａ」 

ⅱ 第３・２条１(b)に規定する産品（原産材料のみから生産

される産品）については、「Ｂ」 

ⅲ 第３・２条１(c)に規定する産品（品目別規則を満たす産

品）については、「Ｃ」（当該産品に実際に適用される品目別

規則の種類に係る次の数字を追加的に付されていること。） 

(ｱ) 関税分類変更基準については、「１」 

(ｲ) 付加価値基準については、「２」 

(ｳ) 加工工程基準については、「３」 

(ｴ) 累積を適用する場合には、「Ｄ」 

(ｵ) 許容限度を適用する場合には、「Ｅ」 

（注５）  場所及び日付の情報が文書自体に含まれる場合には、          

省略されていてもよい。 

なお、当該申告文は日本語又は英語で作成が可能となっている。 

(ﾊ) 第３・16 条２(b)に基づく輸入者の知識による場合、原産品申告書が



以下に留意して作成されていること。 

① 以下の事項が含まれていること。 

ⅰ 輸出者に関する情報（輸出者の氏名又は名称及び住所） 

ⅱ 産品の概要（品名、仕入書の番号等） 

ⅲ 統一システムの関税分類番号（HS2017 版に基づく 6 桁） 

ⅳ 適用する原産性の基準 

ⅴ 原産品申告書の作成年月日及び作成者の情報 

② 上記①ⅳの適用する原産性の基準は、上記(ﾛ)（注４）を準用する。 

③ 仕入書の番号が記載されている等、他の輸入申告書類との関連付け

がなされていること。 

④ 同一の産品を２回以上輸入する場合には、その期間を記載し、かつ

当該期間が 12 箇月を超えないこと。 

ヘ 原産品申告書に記載されている産品と輸入貨物とが一致すること。 

ト 災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合を除き、

令第 61 条第５項に定める有効期間内のものであること。 

チ 原産品申告書は、(1)イ及びニのものについては、単一の船積みに係る

産品についてのみ有効なものとし、(1)ロ、ハ及びホのものについては、

その作成の日から 12 か月間有効なものとすることができる。なお、この

場合、当該原産品申告書に２以上の仕入書の番号及び日付が記載されて

いても無効な扱いとはしないので留意する。 


