
When you encounter suspicious 
containers, which leaves a mark of 

unnatural repair. 

　コンテナ異常に関すること：
   不自然な補修、補修跡のある
コンテナを発見したとき。

密輸防止及び
税関業務にご協力を！

密輸
ダイヤル

物流業・
倉庫業
関係者の
皆様へ

シ ロ イ 　 ク ロ イ

検索税関 密輸

詳しくはWEBサイトで！

JAPAN CUSTOMS

「おかしいな」と思ったらすぐ通報

税関は不正薬物や拳銃、爆発物などのテロ関連物資等の密輸防止に取り組んでいます。
Japan Customs enforces strict measures against the smuggling of illicit drugs, firearms, terrorism-related materials such as explosives. 

0120-461-961
Please inform Customs, on the following 
occasions.

Japan Customs need your 
assistance to stop smuggling !

24
時間受付

When you encounter cargoes with different 
marks among the others, or which weight is 
apparently different from the others despite 

having the same item and packaging.

　　同一貨物のなかに異なるマークや印を
　   付している貨物がある場合や、同一の
品名、包装形態であるにもかかわらず明ら
かに重量の異なる貨物を発見したとき

When you encounter importers who 
unnaturally seek to rush Customs 

clearance, pay unusual attention to 
Customs inspection, or frequently 

asks whether the import permission 
has been granted.

　   通関を異常に急いだり、
　  税関の検査を異常に気にかけるなど、
頻繁に問合せをする輸入者がいるとき。

その他：
業界内で不審な噂を聞いたとき。
When you hear anything suspicious.

When you encounter cargoes which does not seem to interrelate with the business 
of importers or related parties, seem different from regular practice, or which 
sent to a hotel, an apartment, a vacant house, a private mail box and so on. 
When you encounter importers or related parties who cannot 
make a clear explanation about the cargoes they handle.

　　営業内容からみて、あまり関係なさそうな貨物やいつもと違う貨物
      だったり、商品についての説明が曖昧な輸入業者がいたとき。
また、配送先がホテル、アパート、空き家、私書箱等であったとき。

https://www.customs.go.jp/
mizugiwa/
mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

https://www.
customs.
go.jp/

▶ ▶税関：密輸情報提供サイト 税関ホームページ

When you encounter the items which do not seem to 
match with the invoice, or unusual packaging 

considering the nature of the items.

　　インボイス等へ記載されているものと
      違う物品や品名にそぐわない梱包状態
の物品を発見したとき。



In order to further strengthen the enforcement, your cooperation 
is necessary. If you see anything suspicious around you,

不正薬物、拳銃等を水際で阻止するために

税関・密輸ダイヤル

日本で摘発される
不正薬物や拳銃の
ほとんどは
海外からの密輸品です。

税関では、不正薬物や銃器、
爆発物等のテロ関連物資の
密輸入阻止に取り組んでいます。
更なる水際での取締強化には、
皆様の協力が必要です。

0120-461-961

税関・密輸ダイヤル
シ ロ イ 　 ク ロ イ

0120-461-961
0120-461-961

と覚えてねシロイ クロイ

大型X線検査装置

  身の回りで「何かおかしな光景」を目にした時には、

please contact dial.

24
時間受付

事
例
3

事
例
1

事
例
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モーターボートに隠されていた拳銃等

モーターボート（バラストタンク）の中に
拳銃、ライフル、ショットガン、
実弾が隠されていた事例です。

海上貨物のプラスチック射出成形機内に
覚醒剤が隠されていた事例です。

輸入者の変わった行動や、
書類でおかしなところがあれば要注意！

自動車用ギアボックス内に隠されていた
覚醒剤（約9kg)

海上貨物の自動車用ギアボックス内に
覚醒剤が隠匿されていた事例です。

外国貨物を巧妙に工作して
密輸しようとする事件が後を絶ちません。

プラスチック射出成形機内に隠されていた
覚醒剤
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