
 
申請番号                                           税関様式Ｃ第 2215 号 
Application No.                                  Customs form C No.2215             

 

住民基本台帳ネットワークを利用して行う税関職員による 
本人確認を希望する場合における船陸交通許可申請書 

Application for permission of traffic through place designated , when wishing for identification 
by a Customs officer using Basic Resident Register Network System. 

  
 

              税 関 長  殿                        平成  年  月  日 
                      to Director of          Customs                          Date 

申 請 者 
Applicant 
  住  所 
  Address 
  氏  名（フリガナ）                  印 
  Name                        Seal 

   (署名) 
 （Signature） 

申請者の所属し又は代理する法人又は人 
Juridical or natural person 

                                             (If the applicant is to make a traffic as an agent or employed) 
                             住  所 

  Address 
  氏  名                        印 

Name                        Seal 
 (署名) 

 （Signature） 
   関税法第 24 条第２項の規定により、下記のとおり貨物の授受を目的とした本邦と外国との間を 

往来する船舶又は航空機への交通をしたいので、申請します。 
      I hereby apply for permission of traffic, for the purpose of delivering and/or receiving  

goods, to vessel or aircraft coming and/or going between Japan and any foreign country  
under the provision of art, 24, par.2 of the Customs law as follows. 

記 
交通者の生年月日及び性別 

Date of birth and sex 
年  月  日生   才 
Date of birth       Age 

男 女 
Ｍ  Ｆ 

交  通  の  目  的 
Purpose of traffic  

交  通  期  間 
Period of traffic 

自   平成    年    月    日 
From:               Date 

至   平成    年    月    日 
To:              Date 

交  通  の  経  路 
Route of traffic  

住民基本台帳ネットワークによる検索方法の指定 
Specify mode of access by Basic Resident Register Network System 

氏名、住所、生年月日及び性別による検索  □ （住民票コードによる検索を指

定した場合は、右欄に 11 桁の住

民票コードを記入下さい。） 
（For access by resident code, 
fill in the 11-digit-number.） 住民票コードによる検索 □            

交通場所に使用する船舶又は車輌 
Ferryboat or car to be used for traffic 
 
(1) 名称及び船種又は車種 
Name and type 
 
(2) けい留場所（許可交通期間が１ヶ月以上にわたる場合にのみ記入して下さい。） 
Fixed mooring place of ferryboat（Shall be filled when the period of traffic is over a month.） 

 
 
（注）１．この申請書は、２通提出して下さい。 

     申請者欄及び申請者の所属し、又は代理する法人又は人の欄には、住所及び氏名を記載の上、押印又は 
署名のいずれかを選択することができます（法人においては、法人の住所及び名称並びにその代表権者 
名を記載の上、法人又は代表権者の押印若しくは代表権者の署名のいずれかを選択）。 

     ２．「住民基本台帳ネットワークによる検索方法の指定」欄は、いずれかの検索方法について、希望する 
項目の□にチェックして下さい。 

Note: １．This application shall be submitted in duplicate. 
              Seal or signature is acceptable with filling in name and address. 
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