
ワシントン条約該当物品輸入差止等実績（平成30年）

番号 税関 官署 附属書 動植物の種類 形態 薬の商品名 数量 単位 差止等年月日 差止等理由 処理年月日 処理方法 輸送形態 輸出国 原産国
1 大阪税関 関西空港税関支署 1 ｿﾞｳ 角･牙加工品 5 NO 2018/01/01 輸出許可書等未取得 2018/01/01 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
2 大阪税関 関西空港税関支署 1 ｿﾞｳ 角･牙加工品 1 NO 2018/01/01 輸出許可書等未取得 2018/01/01 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
3 大阪税関 関西空港税関支署 1 ｿﾞｳ 角･牙加工品 1 NO 2018/01/01 輸出許可書等未取得 2018/01/01 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
4 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ･ｸｾﾛｸﾞﾗﾌｨｶ 生体 2 NO 2018/01/04 輸出許可書等未取得 2018/01/04 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
5 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2017/07/20 輸出許可書等未取得 2018/01/05 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
6 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2017/12/28 輸出許可書等未取得 2018/01/10 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
7 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 化粧品 1 NO 2017/12/30 輸出許可書等未取得 2018/01/10 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
8 横浜税関 川崎外郵出張所 1 帝冠 種子 220 NO 2017/12/27 輸出許可書等未取得 2018/01/10 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
9 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽﾄﾛﾝﾎﾞｶｸﾄｩｽ 種子 181 NO 2017/12/27 輸出許可書等未取得 2018/01/10 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
10 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 106 NO 2017/12/27 輸出許可書等未取得 2018/01/10 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
11 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 杖 6 NO 2017/12/15 輸出許可書等未取得 2018/01/11 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
12 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｶｹﾞ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 16 NO 2018/01/11 輸出許可書等未取得 2018/01/11 任意放棄 郵便物 香港 不明
13 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/01/10 輸出許可書等未取得 2018/01/12 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
14 函館税関 千歳税関支署 2 ﾗﾝ 生体 20 NO 2018/01/05 植防検査不合格 2018/01/12 廃棄 商業航空 台湾 台湾
15 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 人参归脾丸 50 NO 2017/11/06 輸出許可書等未取得 2018/01/16 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
16 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 0.12 KG 2018/01/12 輸出許可書記載不備 2018/01/16 廃棄 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾗﾝｽ
17 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2017/08/30 輸出許可書等未取得 2018/01/17 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
18 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 2 NO 2018/01/17 輸出許可書等未取得 2018/01/17 任意放棄 旅具航空 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
19 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 生体 1 NO 2018/01/17 輸出許可書等未取得 2018/01/18 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
20 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ 生体 6 NO 2018/01/18 輸出許可書等未取得 2018/01/18 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
21 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 3 NO 2018/01/11 輸出許可書等未取得 2018/01/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
22 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾃﾞｨｵｶｸﾄｩｽ･ﾌﾞﾗﾃﾞｭｲ 種子 90 NO 2018/01/16 輸出許可書等未取得 2018/01/22 積戻･返送 郵便物 ｽﾛﾊﾞｷｱ 不明
23 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾃﾞｨｵｶｸﾄｩｽ･ｸﾉｳﾙﾄﾆｲ 種子 50 NO 2018/01/16 輸出許可書等未取得 2018/01/22 積戻･返送 郵便物 ｽﾛﾊﾞｷｱ 不明
24 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ･ｳﾘｸﾞﾃｨｱｲ 種子 90 NO 2018/01/16 輸出許可書等未取得 2018/01/22 積戻･返送 郵便物 ｽﾛﾊﾞｷｱ 不明
25 東京税関 成田税関支署 2 ｿﾛﾓﾝｵﾏｷﾄｶｹﾞ 生体 5 NO 2018/01/20 輸出許可書等未取得 2018/01/22 通関 旅具航空 ｿﾛﾓﾝ 不明
26 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾛｴ 生体 1.6 KG 2018/01/19 輸出許可書等数量相違 2018/01/23 廃棄 商業航空 ｹﾆｱ ｹﾆｱ
27 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 生体 20 NO 2018/01/19 輸出許可書等未取得 2018/01/23 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
28 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｲｼｻﾝｺﾞ 死体･枯体 2 NO 2017/10/20 輸出許可書等未取得 2018/01/24 廃棄 商業航空 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
29 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 舒肝和胃丸 7 NO 2018/01/22 輸出許可書等未取得 2018/01/26 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
30 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 化粧品 4 NO 2017/12/20 輸出許可書等未取得 2018/01/29 積戻･返送 郵便物 香港 不明
31 横浜税関 本牧埠頭出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 156 NO 2017/12/18 輸出許可書等未取得 2018/01/29 積戻･返送 商業海上 ﾀｲ 不明
32 東京税関 羽田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/01/29 輸出許可書等未取得 2018/01/29 任意放棄 旅具航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
33 東京税関 成田航空貨物出張所 3 ｽｯﾎﾟﾝ 死体･枯体 12 NO 2018/01/29 輸出許可書等未取得 2018/01/30 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
34 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/01/18 輸出許可書等未取得 2018/01/31 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
35 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 30 NO 2018/01/24 輸出許可書等未取得 2018/02/01 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
36 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 10 NO 2018/01/24 輸出許可書等未取得 2018/02/01 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
37 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾚｷｭﾌｫﾗ 種子 20 NO 2018/01/24 輸出許可書等未取得 2018/02/01 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
38 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/01/18 輸出許可書等未取得 2018/02/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
39 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 35 NO 2018/01/25 輸出許可書等未取得 2018/02/02 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
40 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 天然雄性素 1 NO 2018/01/31 輸出許可書等未取得 2018/02/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
41 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 1 NO 2017/11/15 輸出許可書等未取得 2018/02/02 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
42 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ その他の革製品 1 NO 2018/01/19 輸出許可書等未取得 2018/02/05 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
43 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 820 NO 2018/01/19 輸出許可書等未取得 2018/02/05 積戻･返送 商業航空 大韓民国 不明
44 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻｲｶﾞ 薬 同仁牛黄清心丸 10 NO 2018/01/29 輸出許可書等未取得 2018/02/05 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
45 東京税関 成田税関支署 2 ﾍﾋﾞ 酒 1 NO 2018/02/05 輸出許可書等未取得 2018/02/05 任意放棄 旅具航空 ﾐｬﾝﾏｰ 不明
46 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 18 NO 2018/01/26 輸出許可書等未取得 2018/02/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
47 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾍﾟｯｶﾘｰ その他の革製品 1 PR 2018/01/18 輸出許可書等未取得 2018/02/07 積戻･返送 郵便物 英国 不明
48 横浜税関 川崎外郵出張所 3 ｼﾛｻﾝｺﾞ 身辺細貨類 2 NO 2018/01/30 輸出許可書等未取得 2018/02/07 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
49 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 6.3 KG 2017/12/18 輸出許可書等未取得 2018/02/07 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
50 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 6.3 KG 2017/12/18 輸出許可書等未取得 2018/02/07 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
51 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 千山活血膏 4 NO 2018/02/01 輸出許可書等未取得 2018/02/09 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
52 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 22 NO 2018/02/01 輸出許可書等未取得 2018/02/09 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
53 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 9 NO 2018/02/13 輸出許可書等未取得 2018/02/13 任意放棄 郵便物 ｽｲｽ 不明
54 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2018/02/08 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
55 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2018/02/08 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
56 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2017/10/13 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 英国 不明
57 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 8 NO 2017/09/07 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
58 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2017/10/12 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
59 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2017/10/12 輸出許可書等未取得 2018/02/14 積戻･返送 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
60 神戸税関 広島税関支署 2 ｻﾝｺﾞ 死体･枯体 5 NO 2018/02/14 輸出許可書等未取得 2018/02/14 廃棄 商業海上 ﾌﾗﾝｽ 不明
61 東京税関 羽田税関支署 2 ｺﾁｮｳﾗﾝ 生体 6 NO 2018/02/14 輸出許可書等未取得 2018/02/14 任意放棄 旅具航空 ﾄﾞｲﾂ 不明
62 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 死体･枯体 6 NO 2018/02/08 輸出許可書等未取得 2018/02/15 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
63 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 70 NO 2018/02/09 輸出許可書有効期限切れ 2018/02/15 通関 商業航空 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ﾊﾟｷｽﾀﾝ
64 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 4.32 SM 2018/01/25 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/02/16 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｲﾀﾘｱ
65 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 2 NO 2018/02/08 輸出許可書等未取得 2018/02/16 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
66 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 4 NO 2018/02/14 輸出許可書等未取得 2018/02/16 任意放棄 郵便物 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 不明
67 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/02/09 輸出許可書等未取得 2018/02/18 任意放棄 郵便物 ｸﾛｱﾁｱ 不明
68 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2018/01/30 輸出許可書等未取得 2018/02/20 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
69 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 睡得安 10 NO 2018/02/13 輸出許可書等未取得 2018/02/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
70 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 25 NO 2018/02/16 輸出許可書等未取得 2018/02/21 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
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71 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 衣類 1 NO 2018/02/14 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/02/21 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｲﾀﾘｱ
72 東京税関 羽田税関支署 2 ﾜﾆ 名刺入れ 1 NO 2018/02/21 輸出許可書等未取得 2018/02/21 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
73 東京税関 羽田税関支署 2 ﾜﾆ 靴･ﾍﾞﾙﾄ 4 NO 2018/02/21 輸出許可書等未取得 2018/02/21 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
74 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 脾益腸丸 1 NO 2017/12/27 輸出許可書等未取得 2018/02/22 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
75 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/02/15 輸出許可書等未取得 2018/02/22 積戻･返送 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
76 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 電子ﾀﾊﾞｺの吸引具 1 NO 2018/02/16 輸出許可書等未取得 2018/02/23 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
77 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 2 NO 2018/02/23 輸出許可書等未取得 2018/02/23 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
78 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/02/23 輸出許可書等未取得 2018/02/23 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
79 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/02/19 輸出許可書等未取得 2018/02/26 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
80 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 122 NO 2018/01/30 輸出許可書等数量相違 2018/02/26 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾗﾝｽ
81 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 34 NO 2018/02/22 輸出許可書等未取得 2018/02/27 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
82 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｳｪﾍﾞﾙﾏﾝﾆｱ 種子 115 NO 2018/02/22 輸出許可書等未取得 2018/02/27 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
83 東京税関 東京外郵出張所 2 ｸｼﾞｬｸ 羽及び羽製品 100 NO 2017/09/29 輸出許可書等未取得 2018/02/27 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
84 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾉﾘﾅ･ｲﾝﾃﾙﾗﾀ 種子 1 NO 2018/02/20 輸出許可書等未取得 2018/03/01 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
85 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 105 NO 2018/02/27 輸出許可書等未取得 2018/03/01 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
86 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 82 NO 2018/02/27 輸出許可書等未取得 2018/03/01 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
87 東京税関 本関 2 ｱﾌﾘｶｿﾞｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/02/09 輸出許可書等未取得 2018/03/01 通関 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
88 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/02 積戻･返送 郵便物 香港 不明
89 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 3 NO 2018/02/21 輸出許可書等未取得 2018/03/02 任意放棄 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
90 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 生体 1 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/03/02 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
91 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 NO 2018/02/28 輸出許可書等未取得 2018/03/02 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
92 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｶｹﾞ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/02/28 輸出許可書等未取得 2018/03/02 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
93 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 生体 1 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/02 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
94 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/03/05 輸出許可書等未取得 2018/03/05 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
95 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/03/05 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
96 東京税関 成田税関支署 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 5 NO 2018/03/05 輸出許可書等未取得 2018/03/05 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾙｷﾞｰ 不明
97 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 塊 1 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/03/06 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
98 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 99.9神油 3 NO 2018/02/10 輸出許可書等未取得 2018/03/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
99 東京税関 東京外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 8 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
100 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 BASCHI QUICK SLIMMING CAPSULE 2 NO 2018/03/02 輸出許可書等未取得 2018/03/08 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
101 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 25 NO 2018/03/06 輸出許可書等未取得 2018/03/09 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
102 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾚｷｭﾌｫﾗ 種子 100 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/09 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
103 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｳｪﾍﾞﾙﾏﾝﾆｱ 種子 69 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/09 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
104 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 人参归脾丸 50 NO 2018/03/05 輸出許可書等未取得 2018/03/12 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
105 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 2 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/03/12 任意放棄 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
106 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 1 NO 2018/02/28 輸出許可書等未取得 2018/03/12 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
107 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 SHANG KE DIE DA PIAN 5 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/03/13 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
108 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｻﾝｺﾞ 身辺細貨類 1 NO 2018/03/08 輸出許可書等未取得 2018/03/13 廃棄 商業航空 香港 不明
109 東京税関 東京外郵出張所 2 ｸﾏ 薬 7 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/03/13 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
110 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 同仁牛黄清心丸 6 NO 2018/03/06 輸出許可書等未取得 2018/03/13 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
111 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/03/05 輸出許可書等未取得 2018/03/13 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
112 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 3 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/03/13 任意放棄 旅具航空 ﾐｬﾝﾏｰ 不明
113 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｸｽﾉｷ ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ 1 NO 2018/03/06 輸出許可書等未取得 2018/03/14 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
114 東京税関 成田税関支署 2 ｱﾛｴ 死体･枯体 1 NO 2018/03/14 輸出許可書等未取得 2018/03/14 任意放棄 旅具航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
115 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 2 NO 2018/02/15 輸出許可書等未取得 2018/03/15 廃棄 商業航空 ｽｲｽ 不明
116 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 6 NO 2018/03/12 輸出許可書等未取得 2018/03/16 積戻･返送 郵便物 香港 不明
117 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 105 NO 2018/03/08 輸出許可書等未取得 2018/03/16 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
118 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 生体 1 NO 2018/02/23 輸出許可書等未取得 2018/03/19 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
119 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄﾗ 薬 腎白金 3 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/03/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
120 神戸税関 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ出張所 2 ﾊﾞﾆﾗ 食品 8 NO 2018/01/31 輸出許可書等未取得 2018/03/20 廃棄 商業海上 英国 ｲｷﾞﾘｽ
121 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 13 NO 2018/03/16 輸出許可書等未取得 2018/03/21 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
122 東京税関 羽田税関支署 2 ﾗﾝ 生体 20 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/03/22 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
123 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 死体･枯体 2 NO 2018/01/16 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
124 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 人参健脾丸 2 NO 2018/01/31 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
125 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 舒肝和胃丸 3 NO 2018/01/31 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
126 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 終极痩身 2 NO 2018/01/22 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
127 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/01/16 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
128 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 切片 1 NO 2018/03/15 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
129 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 曲芝韵 2 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
130 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 TONG FIBCR PLCNT SLIMMING CAPSULE 3 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
131 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 24 NO 2018/01/24 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
132 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/03/16 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 香港 不明
133 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 3 NO 2017/11/09 輸出許可書等未取得 2018/03/23 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
134 東京税関 成田税関支署 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 死体･枯体 2 NO 2018/03/23 輸出許可書等未取得 2018/03/23 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
135 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 225 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/03/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
136 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 6 NO 2018/03/19 輸出許可書等未取得 2018/03/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
137 門司税関 福岡外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 9 NO 2017/10/17 輸出許可書等未取得 2018/03/27 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 南ｱﾌﾘｶ共和国
138 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾎﾟﾘｭﾌｭﾙﾗ 種子 5 NO 2018/03/23 輸出許可書等未取得 2018/03/28 任意放棄 郵便物 英国 不明
139 東京税関 本関 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 17 NO 2018/02/28 輸出許可書等未取得 2018/03/28 積戻･返送 商業航空 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
140 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 10 NO 2018/03/19 輸出許可書等未取得 2018/03/28 積戻･返送 郵便物 香港 不明
141 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ﾅｲﾌ 5 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/03/29 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
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142 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 32 NO 2018/03/01 輸出許可書等未取得 2018/03/29 任意放棄 郵便物 ｵｰｽﾄﾘｱ 不明
143 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾘｹﾞｰﾀｰ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/01/11 輸出許可書等種名等相違 2018/03/29 積戻･返送 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
144 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾄｶｹﾞ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 13 NO 2018/01/11 輸出許可書等種名等相違 2018/03/29 積戻･返送 商業航空 ｽｲｽ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
145 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾐﾅﾐｲｼｶﾞﾒ 生体 2 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
146 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾖﾂﾒｲｼｶﾞﾒ 生体 17 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
147 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｶﾛﾘﾅﾊｺｶﾞﾒ 生体 6 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
148 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｾﾏﾙﾊｺｶﾞﾒ 生体 2 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
149 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾓｴｷﾞﾊｺｶﾞﾒ 生体 2 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
150 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾐｽｼﾞﾊｺｶﾞﾒ 生体 1 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
151 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾋﾗｾｶﾞﾒ 生体 7 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
152 大阪税関 関西空港税関支署 3 ｸｻｶﾞﾒ 生体 2 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/03/29 審理引継 旅具航空 中華人民共和国 不明
153 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 生体 2 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/03/30 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
154 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾎﾞｫﾆｱ 生体 3 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/03/30 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
155 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｽﾉｳﾄﾞﾛｯﾌﾟ 生体 55 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/03/30 任意放棄 旅具航空 英国 不明
156 東京税関 本関 2 ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 48 NO 2018/03/22 輸出許可書有効期限切れ 2018/04/02 通関 商業海上 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
157 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/02/21 輸出許可書等未取得 2018/04/03 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
158 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/03/06 輸出許可書記載不備 2018/04/03 廃棄 商業航空 中華人民共和国 中華人民共和国
159 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾀﾞﾁｮｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 6 NO 2018/03/28 輸出許可書等未取得 2018/04/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
160 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 2 NO 2018/03/16 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
161 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 10 NO 2018/04/02 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
162 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 106 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
163 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 101 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
164 横浜税関 川崎外郵出張所 1 帝冠 種子 110 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
165 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 123 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/04/04 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
166 東京税関 成田航空貨物出張所 1 ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 弓道用弦巻 1 NO 2018/03/21 輸出許可書等未取得 2018/04/04 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 不明
167 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 机 1 NO 2018/01/19 輸出許可書等未取得 2018/04/05 廃棄 商業航空 ﾄﾞｲﾂ 不明
168 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 1 NO 2018/02/24 輸出許可書等未取得 2018/04/05 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
169 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 10 NO 2018/03/27 輸出許可書等未取得 2018/04/05 積戻･返送 郵便物 英国 不明
170 東京税関 羽田税関支署 1 ｿﾞｳ ﾊﾟｲﾌﾟ 1 NO 2018/04/05 輸出許可書等未取得 2018/04/05 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
171 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 紫胡舒肝丸 10 NO 2018/03/30 輸出許可書等未取得 2018/04/06 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
172 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/03/29 輸出許可書等未取得 2018/04/06 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
173 東京税関 本関 2 ｵｵﾄｶｹﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/24 輸出許可書記載不備 2018/04/06 通関 商業航空 英国 ﾏﾚｰｼｱ
174 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/03/19 輸出許可書等未取得 2018/04/09 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
175 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 20 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/09 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
176 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 4 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/10 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
177 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 死体･枯体 8 NO 2018/02/27 輸出許可書等未取得 2018/04/11 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
178 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 5.4 SM 2018/03/20 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/04/11 積戻･返送 商業航空 英国 ﾍﾟﾙｰ
179 東京税関 東京外郵出張所 2 ｵｵﾄｶｹﾞ 生体 15 NO 2018/04/10 輸出許可書等未取得 2018/04/11 任意放棄 郵便物 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
180 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 1 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/11 任意放棄 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
181 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｱﾙｶﾞﾘ 衣類 1 NO 2018/04/05 輸出許可書等未取得 2018/04/12 積戻･返送 商業航空 香港 ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ
182 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱｶﾞｳﾞｪ・ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌﾛﾗ 種子 10 NO 2017/12/19 輸出許可書等未取得 2018/04/12 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
183 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 5 NO 2018/04/12 輸出許可書等未取得 2018/04/13 任意放棄 郵便物 ｽﾍﾟｲﾝ 不明
184 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 35 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/13 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
185 横浜税関 川崎外郵出張所 1 帝冠 種子 25 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/13 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
186 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽﾄﾛﾝﾎﾞｶｸﾄｩｽ 種子 15 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/13 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
187 東京税関 東京航空貨物出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 10 NO 2018/04/09 輸出許可書記載不備 2018/04/13 通関 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
188 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 3 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/13 積戻･返送 郵便物 香港 不明
189 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 4 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/13 積戻･返送 郵便物 香港 不明
190 門司税関 福岡外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/04/13 輸出許可書等未取得 2018/04/16 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 中華人民共和国
191 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/04/11 輸出許可書等未取得 2018/04/18 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
192 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 2.55 SM 2018/03/24 輸出許可書等数量相違 2018/04/18 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ﾍﾟﾙｰ
193 神戸税関 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ出張所 2 ﾗﾝ 香料 1164 KG 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/04/18 廃棄 商業海上 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾗﾝｽ
194 大阪税関 関西空港税関支署 1 木香 薬 舒肝丸 31 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/04/18 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
195 大阪税関 関西空港税関支署 1 木香 薬 人参健脾丸 23 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/04/18 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
196 大阪税関 関西空港税関支署 1 木香 薬 人参归脾丸 8 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/04/18 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
197 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｸﾏ 薬 支教授牌 痔康抑菌軟膏 48 NO 2018/04/11 輸出許可書等未取得 2018/04/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
198 東京税関 成田税関支署 2 ﾗﾝ 死体･枯体 8 NO 2018/04/20 輸出許可書等未取得 2018/04/20 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
199 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 101 NO 2018/04/17 輸出許可書等未取得 2018/04/21 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
200 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 生体 1 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/21 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
201 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/04/09 輸出許可書等未取得 2018/04/21 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
202 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 天麻鈎藤顆粒 48 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/04/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
203 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 4 NO 2018/04/17 輸出許可書等未取得 2018/04/23 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
204 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/02/20 輸出許可書等未取得 2018/04/25 廃棄 商業航空 中華人民共和国 不明
205 東京税関 大井出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 化粧品 52.98 KG 2018/02/15 輸出許可書等未取得 2018/04/25 積戻･返送 商業海上 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
206 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/04/10 輸出許可書等未取得 2018/04/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
207 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾒﾛｶｸﾄｩｽ･ｺﾉｲﾃﾞｳｽ 種子 113 NO 2018/04/20 輸出許可書等未取得 2018/04/26 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
208 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 8.95 KG 2018/04/02 輸出許可書等未取得 2018/04/26 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｲﾀﾘｱ
209 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾎﾞｫﾆｱ 生体 3 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/04/26 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
210 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 強力定眩片 6 NO 2018/04/16 輸出許可書等未取得 2018/04/27 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
211 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 360 NO 2018/04/19 輸出許可書等未取得 2018/04/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
212 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 17 NO 2018/04/05 輸出許可書等未取得 2018/04/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
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213 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/27 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
214 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2018/04/04 輸出許可書等未取得 2018/04/27 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
215 横浜税関 本関 1 木香 薬 保済丸 22 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/04/27 任意放棄 旅具海上 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 香港
216 横浜税関 本関 2 ｻｲｶﾞ 薬 羚羊感冒胶嚢 56 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/04/27 任意放棄 旅具海上 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
217 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/04/25 輸出許可書等未取得 2018/04/28 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
218 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/04/25 輸出許可書等未取得 2018/04/28 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
219 東京税関 羽田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/04/30 輸出許可書等未取得 2018/04/30 任意放棄 旅具航空 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
220 東京税関 羽田税関支署 2 ﾗﾝ 生体 2 NO 2018/04/30 輸出許可書等未取得 2018/04/30 任意放棄 旅具航空 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
221 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 3 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/01 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
222 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾝｺﾞ 置物 1 NO 2018/04/20 輸出許可書等未取得 2018/05/02 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
223 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 死体･枯体 3 NO 2018/03/16 輸出許可書等未取得 2018/05/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
224 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 軟骨粉末 1800 GR 2018/02/23 輸出許可書等未取得 2018/05/02 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 ﾃﾞﾝﾏｰｸ
225 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 50 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/02 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
226 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 6.4 KG 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/05/02 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
227 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 壹粒神 1 NO 2018/02/13 輸出許可書等未取得 2018/05/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
228 東京税関 成田税関支署 2 ｸｼﾞｬｸ 羽及び羽製品 5 NO 2018/05/05 輸出許可書等未取得 2018/05/05 任意放棄 旅具航空 ﾏﾚｰｼｱ 不明
229 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/05/05 輸出許可書等未取得 2018/05/05 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
230 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 4 NO 2018/05/05 輸出許可書等未取得 2018/05/05 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
231 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 72 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/08 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
232 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 2 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/08 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
233 東京税関 成田税関支署 2 ｲﾝﾄﾞｺｷﾝﾒﾌｸﾛｳ 生体 12 NO 2017/04/07 輸出許可書等未取得 2018/05/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
234 東京税関 成田税関支署 2 ｲﾝﾄﾞｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ 生体 2 NO 2017/04/07 輸出許可書等未取得 2018/05/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
235 東京税関 成田税関支署 2 ｸﾏﾀｶ 生体 1 NO 2017/04/07 輸出許可書等未取得 2018/05/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
236 東京税関 成田税関支署 3 ﾋﾞﾝﾄﾛﾝｸﾞ 生体 1 NO 2017/04/07 輸出許可書等未取得 2018/05/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
237 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/09 任意放棄 郵便物 ｽｲｽ 不明
238 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 归脾丸 2 NO 2018/04/18 輸出許可書等未取得 2018/05/09 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
239 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 50 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/09 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
240 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 50 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/05/09 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
241 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/05/09 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
242 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ﾁﾗﾝｼﾞｱ 生体 5 NO 2018/05/10 輸出許可書等未取得 2018/05/10 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
243 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ﾕｯｶ 生体 1 NO 2018/05/10 輸出許可書等未取得 2018/05/10 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
244 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 止痢宇片 2 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/11 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
245 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 18 NO 2017/11/16 輸出許可書等未取得 2018/05/11 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
246 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 机 2 NO 2018/05/02 輸出許可書等未取得 2018/05/11 申告撤回 商業海上 ｽﾍﾟｲﾝ 不明
247 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 腸胃宁片 2 NO 2018/05/07 輸出許可書等未取得 2018/05/12 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
248 東京税関 東京外郵出張所 1 ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾋﾞｳﾑ･ｸﾙｴﾝﾄｩﾑ 生体 15 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/12 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
249 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/03/07 輸出許可書等未取得 2018/05/13 任意放棄 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
250 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/14 積戻･返送 商業航空 ｶﾅﾀﾞ 不明
251 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/05/02 輸出許可書等未取得 2018/05/14 積戻･返送 商業航空 英国 不明
252 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 100 NO 2018/04/19 輸出許可書等未取得 2018/05/14 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
253 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾘｹﾞｰﾀｰ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 36 NO 2018/04/26 輸出許可書記載不備 2018/05/14 通関 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
254 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/05/14 輸出許可書等未取得 2018/05/14 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
255 東京税関 成田航空貨物出張所 1 ｱﾌﾘｶｿﾞｳ 楽器 400 GR 2018/04/24 輸出許可書等未取得 2018/05/15 通関 商業航空 ﾄﾞｲﾂ 不明
256 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/05/07 輸出許可書等未取得 2018/05/15 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
257 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 生体 1 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/16 任意放棄 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
258 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 死体･枯体 4 NO 2018/05/15 輸出許可書等未取得 2018/05/16 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
259 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 2 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/16 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
260 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 20 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/16 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
261 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 死体･枯体 1 NO 2018/05/14 輸出許可書等未取得 2018/05/17 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
262 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/17 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
263 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 4 NO 2018/04/27 輸出許可書有効期限切れ 2018/05/18 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
264 沖縄地区税関 本関 2 ｵｳﾑｶﾞｲ 貝殻・卵殻 1 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/21 廃棄 商業海上 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
265 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 天麻鈎藤顆粒 2 NO 2018/05/15 輸出許可書等未取得 2018/05/21 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
266 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾎﾟﾘｭﾌｭﾙﾗ 種子 30 NO 2018/05/15 輸出許可書等未取得 2018/05/21 任意放棄 郵便物 英国 不明
267 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾁﾘｰﾏﾂ 種子 10 NO 2018/04/17 輸出許可書等未取得 2018/05/22 任意放棄 郵便物 英国 不明
268 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾎﾟﾘｭﾌｭﾙﾗ 種子 6 NO 2018/04/17 輸出許可書等未取得 2018/05/22 任意放棄 郵便物 英国 不明
269 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 3 NO 2018/05/22 輸出許可書等未取得 2018/05/22 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
270 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/05/21 輸出許可書等未取得 2018/05/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
271 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/05/21 輸出許可書等未取得 2018/05/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
272 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2018/05/18 輸出許可書等未取得 2018/05/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
273 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 12 NO 2018/05/09 輸出許可書等未取得 2018/05/23 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
274 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾊﾁﾄﾞﾘ 剥製･標本 3 NO 2016/10/21 輸出許可書等未取得 2018/05/23 積戻･返送 郵便物 英国 不明
275 東京税関 成田税関支署 2 ｸｼﾞｬｸ 羽及び羽製品 150 NO 2018/05/23 輸出許可書等未取得 2018/05/23 任意放棄 旅具航空 ｶﾞｰﾅ 不明
276 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/05/23 輸出許可書等未取得 2018/05/24 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
277 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 腕時計 1 NO 2017/12/02 輸出許可書等未取得 2018/05/24 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
278 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 薬 P57 HOODIA 2 NO 2018/03/28 輸出許可書等未取得 2018/05/24 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
279 東京税関 東京外郵出張所 3 ｸｻｶﾞﾒ 卵 15 NO 2018/05/16 輸出許可書等未取得 2018/05/24 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
280 横浜税関 船橋市川出張所 1 木香 薬 保济丸 18 NO 2018/05/24 輸出許可書等未取得 2018/05/24 任意放棄 旅具海上 中華人民共和国 中華人民共和国
281 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/05/21 輸出許可書等未取得 2018/05/28 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
282 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 3 NO 2018/05/16 輸出許可書等未取得 2018/05/28 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
283 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/28 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
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284 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/05/28 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
285 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/05/21 輸出許可書等未取得 2018/05/30 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
286 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 1 NO 2018/05/23 輸出許可書等未取得 2018/05/30 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
287 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 1 NO 2018/05/23 輸出許可書等未取得 2018/05/30 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
288 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 129 NO 2018/05/23 輸出許可書等未取得 2018/05/30 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
289 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 7 NO 2018/05/25 輸出許可書等未取得 2018/05/30 任意放棄 郵便物 ｸﾛｱﾁｱ 不明
290 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｵｲﾙ 5 NO 2018/05/11 輸出許可書等未取得 2018/05/31 廃棄 商業航空 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
291 大阪税関 関西空港税関支署 3 ﾍﾞｿﾞｱｰﾙ 靴類 1 NO 2018/02/19 輸出許可書等未取得 2018/05/31 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
292 東京税関 本関 2 ｵｵﾄｶｹﾞ 楽器 1 NO 2017/12/17 輸出許可書記載不備 2018/05/31 通関 商業航空 ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 不明
293 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 BASCHI QUICK SLIMMING CAPSULE 40 NO 2018/05/25 輸出許可書等未取得 2018/05/31 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
294 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 終极痩身 1 NO 2018/05/24 輸出許可書等未取得 2018/06/01 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
295 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/05/25 輸出許可書等未取得 2018/06/01 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
296 大阪税関 関西空港税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/28 輸出許可書等未取得 2018/06/02 積戻･返送 商業航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾘ
297 東京税関 羽田税関支署 2 ｸｼﾞｬｸ 羽及び羽製品 2 NO 2018/06/03 輸出許可書等未取得 2018/06/03 任意放棄 旅具航空 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 不明
298 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄﾗ 薬 硬十天 1 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
299 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 硬十天 1 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
300 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 2 NO 2018/05/21 輸出許可書等未取得 2018/06/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
301 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 22 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
302 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 10 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
303 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾒﾛｶｸﾄｩｽ･ｸﾞﾗｳｹｽｹﾝｽ 種子 49 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
304 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｳｪﾍﾞﾙﾏﾝﾆｱ 種子 40 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
305 横浜税関 川崎外郵出張所 1 帝冠 種子 18 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
306 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 香砂養胃丸 12 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/05 任意放棄 郵便物 香港 不明
307 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 鉈の柄 1 NO 2018/05/31 輸出許可書等未取得 2018/06/06 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
308 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 1 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/06 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
309 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/07 積戻･返送 郵便物 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 不明
310 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 生体 1 NO 2018/06/04 輸出許可書等未取得 2018/06/08 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
311 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 8 NO 2018/05/25 輸出許可書等未取得 2018/06/08 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
312 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 9 NO 2018/06/05 輸出許可書等未取得 2018/06/08 任意放棄 郵便物 台湾 不明
313 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾌｫｳｷｴﾘｱ･ﾌﾟﾙﾌﾟｽｨｲ 生体 1 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/09 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
314 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/09 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
315 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 死体･枯体 3 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/09 任意放棄 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
316 東京税関 成田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 死体･枯体 6 NO 2018/06/11 輸出許可書等未取得 2018/06/11 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
317 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 2 NO 2018/06/11 輸出許可書等未取得 2018/06/11 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
318 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 361 NO 2018/05/16 輸出許可書等未取得 2018/06/12 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
319 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻｲｶﾞ 薬 午黄清心丸 12 NO 2018/06/11 輸出許可書等未取得 2018/06/13 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
320 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 7 NO 2018/02/22 輸出許可書等未取得 2018/06/13 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
321 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 食品 6 NO 2018/02/23 輸出許可書等未取得 2018/06/13 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
322 東京税関 羽田税関支署 2 ｼﾞｬｺｳ 薬 片仔廣 104 NO 2018/06/13 輸出許可書等未取得 2018/06/13 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
323 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ｱﾝﾎﾞﾝｹﾞﾝｾ 生体 10 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
324 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 生体 9 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
325 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾃﾞｶﾘｭｲ 生体 2 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
326 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 生体 62 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
327 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 8 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
328 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 6 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
329 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ その他の革製品 1 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/14 廃棄 商業航空 ｲﾀﾘｱ 不明
330 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 人参健脾丸 40 NO 2018/06/08 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
331 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 元和正胃片 36 NO 2018/06/08 輸出許可書等未取得 2018/06/14 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
332 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ･ﾏﾘﾎﾟｾﾝｽｨｽ 種子 9 NO 2018/06/13 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
333 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 11 NO 2018/06/07 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 郵便物 ｾﾙﾋﾞｱ 不明
334 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 27 NO 2018/06/07 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 郵便物 ｾﾙﾋﾞｱ 不明
335 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 10 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
336 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾊﾟﾙｳﾞﾗ 種子 10 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
337 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 4 NO 2018/06/16 輸出許可書等未取得 2018/06/16 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
338 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 天麻丸 4 NO 2018/06/07 輸出許可書等未取得 2018/06/18 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
339 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾂﾙｻｲｶﾁ 手芸道具 45 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/06/19 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
340 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾋｮｳ 薬 健歩強神丸 10 NO 2018/05/10 輸出許可書等未取得 2018/06/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
341 沖縄地区税関 那覇空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/06/20 輸出許可書等未取得 2018/06/20 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
342 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 死体･枯体 2 NO 2018/06/14 輸出許可書等未取得 2018/06/21 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
343 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 終极痩身 4 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
344 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
345 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 終极痩身 4 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
346 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
347 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 21 NO 2018/06/21 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
348 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾂﾙｻｲｶﾁ 楽器 1 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/06/21 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
349 横浜税関 船橋市川出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 剥製･標本 1 NO 2018/06/20 輸出許可書等未取得 2018/06/21 任意放棄 旅具海上 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
350 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 10 NO 2018/06/21 輸出許可書等未取得 2018/06/21 任意放棄 旅具航空 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 不明
351 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/06/21 輸出許可書等未取得 2018/06/22 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
352 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/06/12 輸出許可書等未取得 2018/06/22 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
353 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/06/25 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
354 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 10 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/06/25 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
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355 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄﾗ 薬 延肘生精増大増粗 3 NO 2018/06/21 輸出許可書等未取得 2018/06/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
356 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 4 NO 2018/05/18 輸出許可書等未取得 2018/06/26 積戻･返送 郵便物 ｶﾅﾀﾞ 不明
357 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 4 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/06/27 任意放棄 郵便物 香港 不明
358 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 薬 沈香四醇 1 NO 2018/03/09 輸出許可書等未取得 2018/06/27 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
359 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 87 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/06/27 任意放棄 郵便物 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 不明
360 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 GINSENG LIN-ZI GEJIE PIL 1 NO 2018/06/22 輸出許可書等未取得 2018/06/28 積戻･返送 郵便物 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
361 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 21 NO 2018/06/22 輸出許可書等未取得 2018/06/28 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
362 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 2 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/06/28 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
363 東京税関 成田税関支署 2 ﾗﾝ 死体･枯体 2 NO 2018/06/28 輸出許可書等未取得 2018/06/28 任意放棄 旅具航空 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
364 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 20 NO 2018/06/01 輸出許可書等未取得 2018/06/29 積戻･返送 郵便物 英国 不明
365 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｵｲ 種子 6 NO 2018/06/26 輸出許可書等未取得 2018/06/29 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
366 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 1 NO 2018/06/15 輸出許可書等未取得 2018/06/29 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
367 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 4 NO 2018/06/28 輸出許可書等未取得 2018/06/29 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
368 東京税関 羽田税関支署 2 ﾗﾝ 生体 3 NO 2018/06/29 輸出許可書等未取得 2018/06/29 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
369 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱｶﾞｳﾞｪ・ﾊﾟﾙｳﾞｨﾌﾛﾗ 種子 100 NO 2018/06/20 輸出許可書等未取得 2018/06/30 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
370 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 死体･枯体 21 NO 2018/06/14 輸出許可書等未取得 2018/07/02 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
371 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/06/25 輸出許可書等未取得 2018/07/02 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
372 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 11 NO 2018/05/30 輸出許可書記載不備 2018/07/02 通関 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
373 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 鐡牛運切散 1 NO 2018/06/28 輸出許可書等未取得 2018/07/03 任意放棄 郵便物 台湾 不明
374 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 化粧品 2 NO 2018/06/25 輸出許可書等未取得 2018/07/05 廃棄 商業航空 中華人民共和国 不明
375 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 归脾丸 6 NO 2018/05/14 輸出許可書等未取得 2018/07/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
376 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/07/06 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
377 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 107 NO 2018/06/29 輸出許可書等未取得 2018/07/06 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
378 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾃﾞｨｽｺｶｸﾄｩｽ 種子 30 NO 2018/06/29 輸出許可書等未取得 2018/07/06 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
379 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 6.5 KG 2018/05/22 輸出許可書等未取得 2018/07/06 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
380 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾝｺﾞ 身辺細貨類 2 NO 2018/06/29 輸出許可書等未取得 2018/07/07 任意放棄 郵便物 英国 不明
381 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｺﾞﾏ 種子 5 NO 2018/06/29 輸出許可書等未取得 2018/07/08 任意放棄 郵便物 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
382 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2017/05/17 輸出許可書等未取得 2018/07/09 積戻･返送 郵便物 ｽﾍﾟｲﾝ 不明
383 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 896.8 KG 2018/06/11 輸出許可書等未取得 2018/07/09 積戻･返送 商業海上 大韓民国 大韓民国
384 東京税関 本関 2 ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 家具 125 NO 2018/06/18 輸出許可書等未取得 2018/07/09 通関 商業海上 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 不明
385 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/07/01 輸出許可書等未取得 2018/07/10 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
386 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ 生体 10 NO 2018/07/05 輸出許可書等未取得 2018/07/10 任意放棄 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
387 東京税関 羽田税関支署 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 37 NO 2018/07/10 輸出許可書等未取得 2018/07/10 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
388 東京税関 羽田税関支署 2 ｱﾛｴ 生体 13 NO 2018/07/10 輸出許可書等未取得 2018/07/10 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
389 東京税関 羽田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 52 NO 2018/07/10 輸出許可書等未取得 2018/07/10 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
390 東京税関 羽田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 58 NO 2018/07/10 輸出許可書等未取得 2018/07/10 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
391 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｺﾞﾏ 生体 1 NO 2018/07/09 輸出許可書等未取得 2018/07/11 任意放棄 郵便物 ｽﾍﾟｲﾝ 不明
392 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 802 NO 2018/07/09 輸出許可書等未取得 2018/07/11 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
393 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾜﾆ その他の革製品 2 NO 2018/06/25 輸出許可書等未取得 2018/07/12 廃棄 商業航空 ｵｰｽﾄﾘｱ ｺﾛﾝﾋﾞｱ
394 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 片仔癀 2 NO 2018/07/11 輸出許可書等未取得 2018/07/13 積戻･返送 郵便物 香港 不明
395 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 4 NO 2018/02/26 輸出許可書等未取得 2018/07/13 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
396 名古屋税関 中部外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 7 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/07/13 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
397 名古屋税関 中部外郵出張所 2 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ 生体 7 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/07/13 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
398 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾘｸｶﾞﾒ 甲羅 1 NO 2018/06/27 輸出許可書等未取得 2018/07/17 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
399 東京税関 本関 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 120 NO 2018/07/03 輸出許可書等未取得 2018/07/18 廃棄 商業海上 大韓民国 大韓民国
400 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 3 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
401 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾃﾞｨｽｺｶｸﾄｩｽ 種子 3 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
402 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾃﾞｨｵｶｸﾄｩｽ･ﾌﾞﾗﾃﾞｭｲ 種子 1 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
403 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 12 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
404 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/03/06 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
405 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
406 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/03/13 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
407 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/03/06 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
408 東京税関 東京外郵出張所 1 ｲﾘｴﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/05/28 輸出許可書記載不備 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
409 東京税関 東京外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ 靴類 1 NO 2018/05/28 輸出許可書等未取得 2018/07/18 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
410 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 8 NO 2018/05/17 輸出許可書等未取得 2018/07/19 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
411 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 24 NO 2018/07/12 輸出許可書等未取得 2018/07/19 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
412 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 21 NO 2018/07/12 輸出許可書等未取得 2018/07/19 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
413 東京税関 成田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 死体･枯体 1 NO 2018/07/19 輸出許可書等未取得 2018/07/19 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
414 東京税関 羽田税関支署 2 ﾗﾝ 生体 8 NO 2018/07/22 輸出許可書等未取得 2018/07/22 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
415 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ｱﾝﾎﾞﾝｹﾞﾝｾ 種子 1 NO 2018/03/22 輸出許可書等未取得 2018/07/23 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
416 東京税関 東京外郵出張所 1 木香 ｵｲﾙ 30 NO 2018/07/09 輸出許可書等未取得 2018/07/24 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
417 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/07/18 輸出許可書等未取得 2018/07/24 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
418 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/06/18 輸出許可書等未取得 2018/07/25 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
419 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/07/20 輸出許可書等未取得 2018/07/26 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
420 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 32 NO 2018/07/12 輸出許可書等未取得 2018/07/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
421 東京税関 成田税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 死体･枯体 1 NO 2018/07/26 輸出許可書等未取得 2018/07/26 任意放棄 旅具航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
422 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 帽子 1 NO 2018/07/06 輸出許可書等未取得 2018/07/27 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ 不明
423 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/07/06 輸出許可書等未取得 2018/07/28 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 不明
424 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｸﾗﾘｵﾝｴﾝｾﾞﾙﾌｨｯｼｭ 死体･枯体 1 NO 2018/07/29 輸出許可書等未取得 2018/07/30 廃棄 商業航空 台湾 台湾
425 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 34 NO 2018/07/26 輸出許可書等未取得 2018/07/30 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
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426 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾃﾞｶﾘｭｲ 生体 1 NO 2018/07/25 輸出許可書等未取得 2018/07/30 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
427 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 10 NO 2018/07/23 輸出許可書等未取得 2018/07/31 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
428 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 5 NO 2018/07/23 輸出許可書等未取得 2018/07/31 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
429 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾂﾙｻｲｶﾁ 化粧品 1 NO 2018/07/26 輸出許可書等未取得 2018/07/31 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
430 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/07/26 輸出許可書等未取得 2018/07/31 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
431 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 GUIPI WAN 6 NO 2018/07/18 輸出許可書等未取得 2018/07/31 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
432 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 3 NO 2018/08/01 輸出許可書等未取得 2018/08/01 任意放棄 旅具航空 香港 不明
433 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 木香檳榔丸 1 NO 2018/07/18 輸出許可書等未取得 2018/08/03 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
434 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｷｼﾀｱｹﾞﾊ 死体･枯体 5 NO 2018/07/25 輸出許可書等未取得 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
435 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/07/25 輸出許可書等未取得 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
436 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ 生体 3 NO 2018/07/27 輸出許可書等未取得 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
437 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ｺﾝﾌﾟﾚｻ 種子 20 NO 2018/07/27 輸出許可書等未取得 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
438 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽﾄﾛﾝﾎﾞｶｸﾄｩｽ 種子 385 NO 2018/07/27 輸出許可書等未取得 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
439 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/07/30 輸出許可書記載不備 2018/08/03 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
440 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 219 NO 2018/07/30 輸出許可書等未取得 2018/08/04 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
441 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾎﾟﾘｭﾌｭﾙﾗ 種子 2 NO 2018/07/30 輸出許可書等未取得 2018/08/06 積戻･返送 郵便物 英国 不明
442 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 木の塊 1 NO 2018/07/31 輸出許可書等未取得 2018/08/07 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
443 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 生体 1 NO 2018/08/02 輸出許可書等未取得 2018/08/07 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
444 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/08/06 輸出許可書等未取得 2018/08/08 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
445 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/04/24 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
446 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 1 NO 2018/04/16 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
447 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 8 NO 2018/04/03 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
448 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 2 NO 2018/04/03 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
449 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽﾄﾛﾝﾎﾞｶｸﾄｩｽ 種子 2 NO 2018/04/03 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
450 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 12 NO 2018/04/03 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
451 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/04/17 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
452 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 3 NO 2018/04/26 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
453 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ･ﾊﾞﾛﾆｲ 種子 4 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
454 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 14 NO 2018/04/27 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
455 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/07/22 輸出許可書等未取得 2018/08/09 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
456 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 御春美　白黒透紅 4 NO 2018/08/06 輸出許可書等未取得 2018/08/10 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
457 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 GINSENG KIANPI PIL  8 NO 2018/08/06 輸出許可書等未取得 2018/08/10 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
458 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 食品 20 NO 2018/07/26 輸出許可書等未取得 2018/08/10 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
459 沖縄地区税関 那覇空港税関支署 2 ｸｼﾞｬｸ 羽及び羽製品 1 NO 2018/08/10 輸出許可書等未取得 2018/08/10 任意放棄 旅具航空 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 不明
460 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 生体 1 NO 2018/08/11 輸出許可書等未取得 2018/08/11 任意放棄 旅具航空 ﾄﾞｲﾂ 不明
461 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 正骨水 4 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/08/13 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
462 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 109 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/08/13 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
463 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 鹿胎膏 4 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/08/15 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
464 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 SEX　YOUNG　Ⅱ 20 NO 2018/05/22 輸出許可書等未取得 2018/08/15 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
465 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ ﾌｪｲｽﾏｽｸ 3 NO 2018/08/10 輸出許可書等未取得 2018/08/16 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
466 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｹﾞﾊﾁｮｳ 剥製･標本 2 NO 2018/07/22 輸出許可書等未取得 2018/08/17 任意放棄 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
467 東京税関 本関 2 ﾅｲﾙﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 61 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/08/17 廃棄 商業海上 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
468 東京税関 本関 2 ﾒｶﾞﾈｶｲﾏﾝ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 31 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/08/17 廃棄 商業海上 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
469 東京税関 本関 2 ﾅｲﾙﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/08/17 廃棄 商業海上 中華人民共和国 不明
470 東京税関 本関 1 ﾀﾞﾁｮｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 4 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/08/17 廃棄 商業海上 ﾍﾞﾄﾅﾑ 南ｱﾌﾘｶ共和国
471 東京税関 本関 1 ﾀﾞﾁｮｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 5 NO 2018/03/20 輸出許可書等未取得 2018/08/17 廃棄 商業海上 中華人民共和国 南ｱﾌﾘｶ共和国
472 東京税関 成田税関支署 2 ｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ 死体･枯体 8 NO 2018/08/17 輸出許可書等未取得 2018/08/17 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
473 横浜税関 川崎外郵出張所 1 帝冠 種子 962 NO 2018/07/31 輸出許可書等未取得 2018/08/18 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
474 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 PIEN TZE HUANG 10 NO 2018/07/09 輸出許可書等未取得 2018/08/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
475 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｱﾛｴ･ﾎﾟﾘｭﾌｭﾙﾗ 種子 2 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/08/20 積戻･返送 郵便物 英国 不明
476 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 8 NO 2018/08/18 輸出許可書等未取得 2018/08/21 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
477 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/08/21 積戻･返送 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
478 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾊﾟｷｭﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ・ﾃﾞｶﾘｭｲ 種子 1 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/08/21 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
479 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾓｳｾﾝｺﾞｹ 生体 9 NO 2018/08/16 輸出許可書等未取得 2018/08/21 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
480 東京税関 東京外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ 靴類 1 NO 2018/03/02 輸出許可書等未取得 2018/08/21 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
481 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 5 NO 2018/08/18 輸出許可書等未取得 2018/08/22 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
482 東京税関 東京外郵出張所 2 ｵﾍﾟﾙｸﾘｶﾘｱ･ﾃﾞｶﾘｰ 生体 335 NO 2018/08/09 輸出許可書等未取得 2018/08/22 通関 郵便物 ｲｽﾗｴﾙ ｲｽﾗｴﾙ
483 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 1 NO 2018/08/20 輸出許可書等未取得 2018/08/23 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
484 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/08/20 輸出許可書等未取得 2018/08/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
485 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/08/20 輸出許可書等未取得 2018/08/23 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
486 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 衣類 1 NO 2018/06/01 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/08/24 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ﾍﾟﾙｰ
487 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 12 NO 2018/07/09 輸出許可書有効期限切れ 2018/08/25 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
488 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/08/25 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
489 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 4 NO 2018/08/24 輸出許可書等未取得 2018/08/27 任意放棄 郵便物 台湾 不明
490 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/08/21 輸出許可書等未取得 2018/08/28 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
491 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 2 NO 2018/08/22 輸出許可書等未取得 2018/08/28 廃棄 商業航空 中華人民共和国 不明
492 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/08/12 輸出許可書等未取得 2018/08/28 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
493 沖縄地区税関 本関 2 ﾐﾅﾐｲｼｶﾞﾒ 生体 7 NO 2018/08/28 輸出許可書等未取得 2018/08/28 審理引継 旅具海上 中華人民共和国 不明
494 沖縄地区税関 本関 2 ﾓｴｷﾞﾊｺｶﾞﾒ 生体 1 NO 2018/08/28 輸出許可書等未取得 2018/08/28 審理引継 旅具海上 中華人民共和国 不明
495 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/08/23 輸出許可書等未取得 2018/08/29 任意放棄 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
496 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ ﾌｪｲｽﾏｽｸ 13 NO 2018/08/27 輸出許可書等未取得 2018/08/30 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
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497 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 海林軟膏 6 NO 2018/08/20 輸出許可書等未取得 2018/08/30 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
498 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 腸胃寧片 48 NO 2018/08/22 輸出許可書等未取得 2018/08/30 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
499 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 12 NO 2018/08/28 輸出許可書等未取得 2018/08/30 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
500 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 鹿胎膏 1 NO 2018/08/29 輸出許可書等未取得 2018/08/31 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
501 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 20 NO 2018/08/29 輸出許可書等未取得 2018/08/31 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
502 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 木製品 2 NO 2018/08/27 輸出許可書等未取得 2018/09/03 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
503 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/08/30 輸出許可書等未取得 2018/09/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
504 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 靴類 1 NO 2018/04/19 輸出許可書等未取得 2018/09/04 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
505 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 1 NO 2018/08/29 輸出許可書等未取得 2018/09/04 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
506 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 身辺細貨類 4 NO 2018/07/30 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/09/05 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｲﾀﾘｱ
507 東京税関 本関 1 ﾄﾗ 虎骨酒 1.5 L 2018/04/22 輸出許可書等未取得 2018/09/05 廃棄 商業航空 中華人民共和国 中華人民共和国
508 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｵｲﾙ 1 NO 2018/05/29 輸出許可書等未取得 2018/09/05 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
509 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/09/05 輸出許可書等未取得 2018/09/05 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
510 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｵｲ 種子 4 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/09/06 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
511 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/08/30 輸出許可書等未取得 2018/09/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
512 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2018/09/07 輸出許可書等未取得 2018/09/10 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
513 東京税関 羽田税関支署 2 ﾀｶﾜﾗﾋﾞ 生体 1 NO 2018/09/11 輸出許可書等未取得 2018/09/11 任意放棄 旅具航空 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
514 大阪税関 大阪外郵出張所 2 天麻 薬 血生友胶嚢 10 NO 2018/06/25 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
515 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 湿布 30 NO 2018/07/19 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
516 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 舒肝和胃丸 7 NO 2018/08/31 輸出許可書等未取得 2018/09/12 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
517 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 1 NO 2018/05/10 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
518 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 1 NO 2018/05/29 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
519 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 種子 1 NO 2018/05/17 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
520 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 3 NO 2018/07/27 輸出許可書等未取得 2018/09/12 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
521 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 衣類 4 NO 2018/07/27 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/09/12 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｲﾀﾘｱ
522 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ 靴類 2 NO 2018/09/07 輸出許可書等未取得 2018/09/13 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
523 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 53 NO 2018/09/09 輸出許可書等未取得 2018/09/13 任意放棄 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
524 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/08/24 輸出許可書等未取得 2018/09/13 積戻･返送 商業航空 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞ
525 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 石鹸 15 NO 2018/09/12 輸出許可書等未取得 2018/09/14 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
526 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 10 NO 2018/09/07 輸出許可書等未取得 2018/09/14 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
527 東京税関 成田税関支署 2 ｴｱｰﾌﾟﾗﾝﾄ 死体･枯体 1 NO 2018/09/16 輸出許可書等未取得 2018/09/16 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
528 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/09/13 輸出許可書等未取得 2018/09/18 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
529 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/09/13 輸出許可書等未取得 2018/09/18 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
530 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2018/09/14 輸出許可書等未取得 2018/09/18 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
531 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 14 NO 2018/09/19 輸出許可書等未取得 2018/09/19 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
532 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2018/09/14 輸出許可書等未取得 2018/09/20 廃棄 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
533 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 種子 115 NO 2018/09/15 輸出許可書等未取得 2018/09/21 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
534 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/09/14 輸出許可書等未取得 2018/09/21 積戻･返送 郵便物 香港 不明
535 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 202 KG 2018/08/24 輸出許可書等未取得 2018/09/25 積戻･返送 商業海上 大韓民国 不明
536 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 ULTIMAITE FAT BURNING 1 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/09/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
537 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 4 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/09/26 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
538 長崎税関 鹿児島空港出張所 3 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/09/26 輸出許可書等未取得 2018/09/26 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
539 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 化粧品 1 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/09/27 廃棄 商業航空 ﾀｲ 不明
540 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 片仔癀 6 NO 2018/08/28 輸出許可書等未取得 2018/09/27 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
541 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ﾅｲﾌ･ﾌｫｰｸ 276 NO 2018/09/14 輸出許可書等未取得 2018/09/28 通関 商業航空 ｽｲｽ ｲﾝﾄﾞ
542 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 三九胃泰顆粒 5 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/09/28 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
543 門司税関 福岡外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/09/28 輸出許可書等未取得 2018/10/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 中華人民共和国
544 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/05/08 輸出許可書等未取得 2018/10/03 積戻･返送 郵便物 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 不明
545 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 切片 1 NO 2018/07/13 輸出許可書等未取得 2018/10/05 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
546 東京税関 東京外郵出張所 2 ｼｶ 角･牙加工品 2 NO 2018/05/10 輸出許可書等未取得 2018/10/05 積戻･返送 郵便物 ﾊﾟｷｽﾀﾝ 不明
547 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/10/08 任意放棄 郵便物 英国 不明
548 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 乐脉顆粒 2 NO 2018/09/28 輸出許可書等未取得 2018/10/08 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
549 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｱﾛｴ 化粧品 1 NO 2018/07/13 輸出許可書等未取得 2018/10/09 廃棄 商業航空 大韓民国 不明
550 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 3 NO 2018/10/05 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
551 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2018/10/09 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
552 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 10 NO 2018/06/06 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
553 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 2 NO 2018/06/15 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
554 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 食品 4 NO 2018/06/15 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
555 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 食品 4 NO 2018/06/21 輸出許可書等未取得 2018/10/10 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
556 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/09/25 輸出許可書等未取得 2018/10/10 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
557 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ ﾌｪｲｽﾏｽｸ 10 NO 2018/09/28 輸出許可書等未取得 2018/10/11 任意放棄 郵便物 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 不明
558 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2018/10/09 輸出許可書等未取得 2018/10/11 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
559 東京税関 成田税関支署 2 ｿﾃﾂ 死体･枯体 1 NO 2018/06/11 輸出許可書等未取得 2018/10/11 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
560 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 衣類 7 NO 2018/10/05 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/10/12 積戻･返送 商業航空 英国 ﾍﾟﾙｰ
561 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 4 NO 2018/09/25 輸出許可書等未取得 2018/10/12 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
562 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 6 NO 2018/09/25 輸出許可書等未取得 2018/10/12 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
563 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 8 NO 2018/10/04 輸出許可書等未取得 2018/10/12 積戻･返送 郵便物 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
564 函館税関 千歳税関支署 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ･ｸｾﾛｸﾞﾗﾌｨｶ 生体 1 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/10/13 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
565 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 生体 1 NO 2018/10/12 輸出許可書等未取得 2018/10/15 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
566 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾌｸﾛｳ 剥製･標本 1 NO 2018/09/27 輸出許可書等未取得 2018/10/16 積戻･返送 郵便物 英国 不明
567 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 10 NO 2018/10/17 輸出許可書等未取得 2018/10/17 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
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番号 税関 官署 附属書 動植物の種類 形態 薬の商品名 数量 単位 差止等年月日 差止等理由 処理年月日 処理方法 輸送形態 輸出国 原産国
568 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 24 NO 2018/10/17 輸出許可書等未取得 2018/10/17 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
569 横浜税関 川崎外郵出張所 1 雪女王 種子 245 NO 2018/10/15 輸出許可書等未取得 2018/10/18 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
570 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 39 NO 2018/06/19 輸出許可書等未取得 2018/10/18 積戻･返送 郵便物 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
571 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/10/15 輸出許可書等未取得 2018/10/20 任意放棄 郵便物 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 不明
572 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾘｹﾞｰﾀｰ その他の革製品 1 NO 2018/10/23 輸出許可書等未取得 2018/10/23 通関 商業航空 英国 ｱﾒﾘｶ合衆国
573 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 1 NO 2018/08/22 輸出許可書等未取得 2018/10/24 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
574 門司税関 福岡空港税関支署 1 ｺｲ 生体 2 NO 2018/10/23 輸出許可書等未取得 2018/10/24 積戻･返送 商業航空 ﾀｲ ﾀｲ
575 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2018/09/26 輸出許可書等未取得 2018/10/24 通関 旅具航空 ﾀｲ 不明
576 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/10/02 輸出許可書等未取得 2018/10/25 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
577 東京税関 本関 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 60 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/10/25 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 不明
578 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｵｲ 種子 4 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/10/26 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
579 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 種子 34 NO 2018/10/05 輸出許可書等未取得 2018/10/27 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
580 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾚｷｭﾌｫﾗ 種子 11 NO 2018/10/05 輸出許可書等未取得 2018/10/27 任意放棄 郵便物 ﾁｪｺ 不明
581 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｶｹﾞ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2018/10/16 輸出許可書等未取得 2018/10/27 任意放棄 郵便物 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 不明
582 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2018/10/28 輸出許可書等未取得 2018/10/28 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
583 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/10/26 輸出許可書等未取得 2018/10/30 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
584 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 1 NO 2018/10/26 輸出許可書等未取得 2018/10/30 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
585 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/10/26 輸出許可書等未取得 2018/10/30 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
586 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 6.2 KG 2018/08/31 輸出許可書等未取得 2018/10/31 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
587 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 4.9 KG 2018/08/31 輸出許可書等未取得 2018/10/31 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
588 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 東脉顆粒 6 NO 2018/11/01 輸出許可書等未取得 2018/11/01 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
589 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 木香分気丸 30 NO 2018/11/01 輸出許可書等未取得 2018/11/01 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
590 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 益母顆粒　 2 NO 2018/10/29 輸出許可書等未取得 2018/11/01 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
591 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/10/26 輸出許可書等未取得 2018/11/01 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
592 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 乳癖消片 5 NO 2018/10/18 輸出許可書等未取得 2018/11/02 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
593 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 2 NO 2018/11/02 輸出許可書等未取得 2018/11/02 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
594 東京税関 成田航空貨物出張所 3 ｲﾝﾄﾞｸｼﾞｬｸ 身辺細貨類 4 NO 2018/10/17 輸出許可書等未取得 2018/11/03 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
595 東京税関 成田税関支署 2 ｻﾝｺﾞ 死体･枯体 1 NO 2018/11/03 輸出許可書等未取得 2018/11/03 任意放棄 旅具航空 ｽﾘﾗﾝｶ 不明
596 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/11/01 輸出許可書等未取得 2018/11/05 積戻･返送 郵便物 香港 不明
597 東京税関 成田税関支署 2 ｼﾞｬｺｳ 薬 5 NO 2018/11/05 輸出許可書等未取得 2018/11/05 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
598 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｻﾗｹﾆｱ･ｵﾚｵﾌｨﾗ 種子 1 NO 2018/06/05 輸出許可書等未取得 2018/11/06 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
599 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 3.25 KG 2018/10/05 輸出許可書記載不備 2018/11/06 廃棄 商業航空 香港 中華人民共和国
600 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/10/05 輸出許可書有効期限切れ 2018/11/08 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
601 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ 1 NO 2018/07/03 輸出許可書等未取得 2018/11/09 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
602 沖縄地区税関 那覇空港税関支署 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 5 NO 2018/11/10 輸出許可書等未取得 2018/11/10 任意放棄 旅具航空 中華人民共和国 不明
603 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/11/07 輸出許可書等未取得 2018/11/12 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
604 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/11/07 輸出許可書等未取得 2018/11/12 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
605 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/07/04 輸出許可書等未取得 2018/11/14 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
606 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 1 NO 2018/07/20 輸出許可書等未取得 2018/11/14 積戻･返送 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
607 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽﾄﾛﾝﾎﾞｶｸﾄｩｽ 生体 1 NO 2018/07/23 輸出許可書等未取得 2018/11/14 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
608 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/11/07 輸出許可書等未取得 2018/11/14 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
609 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 2 NO 2018/11/10 輸出許可書等未取得 2018/11/15 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
610 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2018/11/12 輸出許可書等未取得 2018/11/15 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
611 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ 原皮･毛皮 1 NO 2018/11/02 輸出許可書等未取得 2018/11/16 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
612 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2018/11/19 輸出許可書等未取得 2018/11/19 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
613 名古屋税関 中部空港税関支署 2 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ 生体 1 NO 2018/11/19 輸出許可書等未取得 2018/11/19 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
614 大阪税関 本関 2 ﾜﾆ その他の革製品 1 NO 2018/09/26 輸出許可書等数量相違 2018/11/20 廃棄 商業海上 中華人民共和国 中華人民共和国
615 大阪税関 本関 2 ﾜﾆ その他の革製品 3 NO 2018/09/26 輸出許可書等数量相違 2018/11/20 廃棄 商業海上 中華人民共和国 中華人民共和国
616 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ 原皮･毛皮 1 NO 2018/10/26 輸出許可書等未取得 2018/11/20 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
617 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 化粧品 6 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/11/21 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
618 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 50.53 SM 2018/11/13 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/11/21 積戻･返送 商業航空 英国 ﾍﾟﾙｰ
619 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 薬 参茸鹿鞭丸 2 NO 2018/11/20 輸出許可書等未取得 2018/11/22 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
620 東京税関 本関 2 ﾊﾞﾆﾗ 化粧品 1 NO 2018/06/15 輸出許可書等未取得 2018/11/22 廃棄 商業航空 ｲﾀﾘｱ 不明
621 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 SUPER FAT BURNING 5 NO 2018/11/20 輸出許可書等未取得 2018/11/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
622 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/11/01 輸出許可書等未取得 2018/11/26 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
623 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/11/13 輸出許可書等未取得 2018/11/26 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
624 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2018/11/19 輸出許可書等未取得 2018/11/26 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
625 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/11/06 輸出許可書等未取得 2018/11/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
626 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 刃物の柄 1 NO 2018/11/16 輸出許可書等未取得 2018/11/27 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
627 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 人参霊芝蛤蚧大補丸 3 NO 2018/11/21 輸出許可書等未取得 2018/11/28 任意放棄 郵便物 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 不明
628 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 3.5 KG 2018/10/02 輸出許可書等未取得 2018/11/28 積戻･返送 郵便物 ﾊｲﾁ 不明
629 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 死体･枯体 7 NO 2018/11/22 輸出許可書等未取得 2018/12/03 任意放棄 郵便物 台湾 不明
630 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 薬 P57 HOODIA 30 NO 2018/08/13 輸出許可書等未取得 2018/12/04 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
631 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 9.9 KG 2018/10/15 輸出許可書等未取得 2018/12/04 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
632 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 数珠 1 NO 2018/10/09 輸出許可書等未取得 2018/12/05 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
633 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻首鳥片 100 NO 2018/10/15 輸出許可書等未取得 2018/12/05 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
634 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄﾗ 薬 速勃延时片 8 NO 2018/10/19 輸出許可書等未取得 2018/12/05 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
635 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/10/22 輸出許可書等数量相違 2018/12/05 廃棄 商業航空 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞ
636 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 0.0396 KG 2018/11/05 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2018/12/05 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ﾍﾟﾙｰ
637 東京税関 東京外郵出張所 1 ｳﾐｶﾞﾒ 甲羅 9.9 KG 2018/10/18 輸出許可書等未取得 2018/12/05 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 不明
638 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/12/03 輸出許可書等未取得 2018/12/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
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639 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 PRACHYA21 3 NO 2018/11/28 輸出許可書等未取得 2018/12/06 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
640 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ ﾌｪｲｽﾏｽｸ 2 NO 2018/11/30 輸出許可書等未取得 2018/12/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
641 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 5 NO 2018/09/22 輸出許可書等未取得 2018/12/06 積戻･返送 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
642 東京税関 成田税関支署 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/12/09 輸出許可書等未取得 2018/12/09 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
643 東京税関 成田税関支署 1 ﾀﾞﾁｮｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/12/09 輸出許可書等未取得 2018/12/09 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
644 東京税関 成田税関支署 2 ﾍﾋﾞ その他の革製品 67 NO 2018/12/09 輸出許可書等未取得 2018/12/09 任意放棄 旅具航空 大韓民国 不明
645 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/12/09 輸出許可書等未取得 2018/12/09 任意放棄 旅具航空 台湾 不明
646 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 欧果Ｚ記 2 NO 2018/10/18 輸出許可書等未取得 2018/12/11 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
647 東京税関 東京外郵出張所 1 木香 化粧品 60 NO 2018/11/20 輸出許可書等未取得 2018/12/11 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
648 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 60 NO 2018/11/20 輸出許可書等未取得 2018/12/11 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
649 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 3 NO 2018/12/10 輸出許可書等未取得 2018/12/12 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
650 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/10/21 輸出許可書等未取得 2018/12/13 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
651 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 15 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/12/13 積戻･返送 郵便物 英国 不明
652 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱｵｲ 種子 2 NO 2018/08/28 輸出許可書等未取得 2018/12/13 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
653 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 1 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/12/13 積戻･返送 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
654 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 7 NO 2018/08/15 輸出許可書等未取得 2018/12/13 積戻･返送 郵便物 ｳﾙｸﾞｱｲ 不明
655 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2018/12/04 輸出許可書等未取得 2018/12/14 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
656 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 5 NO 2018/12/01 輸出許可書等未取得 2018/12/17 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
657 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 薬 芦荟（ｱﾛｴ）胶嚢 4 NO 2018/12/12 輸出許可書等未取得 2018/12/17 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
658 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬  正骨水 2 NO 2018/12/10 輸出許可書等未取得 2018/12/18 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
659 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2018/12/11 輸出許可書等未取得 2018/12/18 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
660 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/08/07 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
661 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2018/08/08 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
662 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2018/08/08 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 ｳｸﾗｲﾅ 不明
663 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 3 NO 2018/08/21 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
664 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2018/08/16 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 ﾊﾝｶﾞﾘｰ 不明
665 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2018/11/27 輸出許可書等未取得 2018/12/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
666 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 牛黄清心丸 10 NO 2018/12/18 輸出許可書等未取得 2018/12/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
667 東京税関 東京外郵出張所 2 ｷﾂﾈ その他の革製品 1 NO 2018/11/05 輸出許可書等未取得 2018/12/20 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
668 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ ﾛｰｼｮﾝ 1 NO 2018/12/15 輸出許可書等未取得 2018/12/21 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
669 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ ｸﾘｰﾑ 1 NO 2018/12/15 輸出許可書等未取得 2018/12/21 任意放棄 郵便物 ﾄﾞｲﾂ 不明
670 東京税関 本関 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2018/11/29 輸出許可書等未取得 2018/12/25 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
671 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾀﾗﾝﾁｭﾗ 生体 14 NO 2018/12/17 輸出許可書等未取得 2018/12/27 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
672 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾀﾗﾝﾁｭﾗ 生体 21 NO 2018/12/27 輸出許可書等未取得 2018/12/27 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
673 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 舒肝丸 5 NO 2018/12/18 輸出許可書等未取得 2018/12/28 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
674 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 理気舒心片 5 NO 2018/12/11 輸出許可書等未取得 2018/12/28 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明


