
ワシントン条約該当物品輸入差止等実績（令和２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 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 51 NO 2020/01/03 輸出許可書等未取得 2020/01/03 任意放棄 旅具航空 ﾏﾚｰｼｱ 不明
2 函館税関 千歳税関支署 2 ﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2020/01/07 輸出許可書等未取得 2020/01/07 任意放棄 旅具航空 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 不明
3 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄﾗ 薬 速勃延肘片 1 NO 2019/12/26 輸出許可書等未取得 2020/01/07 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
4 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾀﾞｲｵｳｻｿﾘ 生体 6 NO 2020/01/07 輸出許可書等未取得 2020/01/08 任意放棄 旅具航空 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
5 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｵｵﾂﾁｸﾞﾓ 生体 5 NO 2020/01/07 輸出許可書等未取得 2020/01/08 任意放棄 旅具航空 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
6 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 益血膏 20 NO 2020/01/06 輸出許可書等未取得 2020/01/08 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
7 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 楽器 1 NO 2019/11/21 輸出許可書等未取得 2020/01/09 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
8 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ｴｳﾌｫﾙﾋﾞｱ･ﾌﾗﾝｺｲｽｨｲ 生体 10 NO 2020/01/08 輸出許可書等未取得 2020/01/10 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
9 東京税関 本関 2 ﾜﾆ 原皮･毛皮 1 NO 2019/12/27 輸出許可書記載不備 2020/01/10 積戻･返送 商業航空 香港 不明
10 東京税関 本関 2 ﾜﾆ 原皮･毛皮 1 NO 2019/11/12 輸出許可書記載不備 2020/01/10 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
11 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 1 NO 2019/12/30 輸出許可書等未取得 2020/01/13 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
12 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 1 NO 2019/12/30 輸出許可書等未取得 2020/01/13 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
13 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 29 NO 2019/12/30 輸出許可書等未取得 2020/01/13 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
14 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 1 NO 2020/01/07 輸出許可書等未取得 2020/01/15 積戻･返送 郵便物 ﾍﾟﾙｰ 不明
15 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 三帆通血透骨膏 2 NO 2020/01/06 輸出許可書等未取得 2020/01/16 任意放棄 郵便物 台湾 不明
16 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 食品 20 NO 2019/11/08 輸出許可書等未取得 2020/01/16 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
17 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱｶﾞｳﾞｪ 生体 3 NO 2020/01/14 輸出許可書等未取得 2020/01/17 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
18 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2020/01/14 輸出許可書等未取得 2020/01/17 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
19 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ 食品 1 NO 2020/01/08 輸出許可書等未取得 2020/01/17 任意放棄 郵便物 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
20 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 ﾘﾖ脾丸 4 NO 2020/01/15 輸出許可書等未取得 2020/01/20 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
21 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/15 輸出許可書等未取得 2020/01/21 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
22 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2020/01/15 輸出許可書等未取得 2020/01/21 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
23 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 659 NO 2019/12/25 輸出許可書等有効期限切れ 2020/01/22 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
24 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/15 輸出許可書等未取得 2020/01/22 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
25 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 益母丸 3 NO 2020/01/16 輸出許可書等未取得 2020/01/22 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
26 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 嬰儿健脾散 2 NO 2019/11/21 輸出許可書等未取得 2020/01/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
27 沖縄地区税関 那覇空港税関支署 1 ｴｳﾌｫﾙﾋﾞｱ･ﾌﾗﾝｺｲｽｨｲ 生体 1 NO 2020/01/16 輸出許可書等未取得 2020/01/23 任意放棄 商業航空 ﾀｲ ﾀｲ
28 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/09 輸出許可書等未取得 2020/01/23 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
29 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 2020/01/16 輸出許可書等未取得 2020/01/23 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
30 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/20 輸出許可書等未取得 2020/01/23 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
31 東京税関 東京外郵出張所 2 ｷｬﾋﾞｱ 食品 28 NO 2020/01/23 輸出許可書等未取得 2020/01/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
32 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｱﾛｴ 生体 50 NO 2020/01/10 輸出許可書等未取得 2020/01/28 通関 旅具航空 大韓民国 大韓民国
33 名古屋税関 本関 2 ﾗﾝ 化粧品 5 NO 2019/12/20 輸出許可書等数量相違 2020/01/28 廃棄 商業海上 ﾄﾞｲﾂ ﾌﾗﾝｽ
34 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻丸 48 NO 2020/01/15 輸出許可書等未取得 2020/01/30 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
35 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/03 輸出許可書等未取得 2020/02/03 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
36 東京税関 東京外郵出張所 1 ｲﾘｴﾜﾆ 食品 1 NO 2020/01/16 輸出許可書等未取得 2020/02/03 任意放棄 郵便物 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
37 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 1 NO 2019/10/24 輸出許可書等未取得 2020/02/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
38 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/03 輸出許可書等未取得 2020/02/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
39 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ 薬 CROCODILE BLOOD CAPSULE 4 NO 2020/01/30 輸出許可書等未取得 2020/02/06 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
40 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 3600 NO 2020/02/04 輸出許可書等未取得 2020/02/06 積戻･返送 商業海上 中華人民共和国 中華人民共和国
41 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 生体 1 NO 2020/02/05 輸出許可書等未取得 2020/02/07 通関 旅具航空 ﾀｲ 不明
42 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 7 NO 2020/02/07 輸出許可書等未取得 2020/02/08 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
43 大阪税関 関西空港税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2019/09/29 輸出許可書等未取得 2020/02/09 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
44 東京税関 本関 2 ｳﾞｨｸｰﾆｬ 生地 3.45 SM 2020/01/13 附属書で定められた表示（ロゴ）なし 2020/02/10 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ ﾍﾟﾙｰ
45 神戸税関 本関 2 ﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2020/01/22 輸出許可書等未取得 2020/02/12 任意放棄 旅具海上 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
46 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 生蛭胶囊 10 NO 2019/12/24 輸出許可書等未取得 2020/02/12 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
47 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻鈎藤顆粒 2 NO 2019/12/24 輸出許可書等未取得 2020/02/12 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
48 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2020/02/04 輸出許可書等未取得 2020/02/13 廃棄 商業航空 中華人民共和国 不明
49 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 4 NO 2019/10/14 輸出許可書等未取得 2020/02/14 任意放棄 旅具航空 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
50 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 2020/02/05 輸出許可書等未取得 2020/02/14 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
51 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 2020/02/03 輸出許可書記載不備 2020/02/14 積戻･返送 商業航空 ｲﾀﾘｱ 不明
52 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2019/12/16 輸出許可書等未取得 2020/02/17 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
53 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 5 NO 2020/01/06 輸出許可書等未取得 2020/02/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
54 横浜税関 本関 1 ｿﾞｳ 角･牙加工品 1 NO 2019/09/26 輸出許可書等未取得 2020/02/20 任意放棄 商業海上 英国 不明
55 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 1 NO 2020/02/18 輸出許可書等原本紛失 2020/02/21 積戻･返送 商業航空 ﾄﾞｲﾂ ｱﾒﾘｶ合衆国
56 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 5.4 KG 2020/01/28 輸出許可書等未取得 2020/02/23 積戻･返送 商業航空 ﾗﾄﾋﾞｱ ﾗﾄﾋﾞｱ
57 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/12 輸出許可書等未取得 2020/02/25 積戻･返送 商業航空 香港 不明
58 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2019/01/14 輸出許可書等未取得 2020/02/25 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
59 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/21 輸出許可書等未取得 2020/02/28 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
60 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2020/02/21 輸出許可書等未取得 2020/02/28 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
61 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2019/12/13 輸出許可書等未取得 2020/02/28 積戻･返送 商業航空 香港 不明
62 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ 生体 5 NO 2020/02/28 輸出許可書等未取得 2020/02/29 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
63 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 三九胃泰顆粒 4 NO 2019/12/26 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
64 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 理气舒心片 3 NO 2019/12/27 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
65 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 薬 理气舒心片 3 NO 2019/12/27 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
66 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2019/12/30 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
67 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/02/10 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
68 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/27 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
69 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/27 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
70 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/27 輸出許可書等未取得 2020/03/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
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71 東京税関 本関 2 ﾜﾆ 食品 1 NO 2019/09/18 輸出許可書等未取得 2020/03/05 廃棄 商業航空 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
72 門司税関 福岡空港税関支署 2 ｼｭﾝﾗﾝ 生体 14 株 2020/03/05 輸出許可書等有効期限切れ 2020/03/06 通関 旅具航空 大韓民国 大韓民国
73 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 11 NO 2020/03/03 輸出許可書等未取得 2020/03/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
74 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾄｶｹﾞ 靴類 6 PR 2020/02/27 輸出許可書等数量相違 2020/03/09 通関 商業航空 ｽﾍﾟｲﾝ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
75 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2020/03/05 輸出許可書等未取得 2020/03/10 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
76 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 3 NO 2020/02/02 輸出許可書等未取得 2020/03/13 任意放棄 郵便物 ﾀｲ 不明
77 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/03/02 輸出許可書等未取得 2020/03/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾙｷﾞｰ 不明
78 東京税関 東京外郵出張所 2 ｱﾛｴ 食品 2 NO 2020/03/05 輸出許可書等未取得 2020/03/18 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
79 東京税関 羽田税関支署 2 ﾃｨﾙﾗﾝﾄﾞｽｨｱ 生体 3 NO 2020/03/23 輸出許可書等未取得 2020/03/23 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
80 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 瓜蔞枳實湯 1 NO 2020/03/24 輸出許可書等未取得 2020/03/24 任意放棄 郵便物 台湾 不明
81 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ 食品 2 NO 2020/03/18 輸出許可書等未取得 2020/03/24 任意放棄 郵便物 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
82 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 6 NO 2019/11/25 輸出許可書等未取得 2020/03/25 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
83 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/03/23 輸出許可書等未取得 2020/03/25 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
84 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/03/02 輸出許可書等未取得 2020/03/25 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
85 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2019/09/18 輸出許可書等未取得 2020/03/27 積戻･返送 郵便物 ｲﾀﾘｱ 不明
86 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2019/12/16 輸出許可書等未取得 2020/03/27 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
87 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/03/26 輸出許可書等未取得 2020/03/31 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
88 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 2020/03/31 輸出許可書等不備 2020/04/01 積戻･返送 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
89 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 1 NO 2020/03/31 輸出許可書等不備 2020/04/01 積戻･返送 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
90 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2020/03/27 輸出許可書等未取得 2020/04/01 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
91 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 食品 1 NO 2020/03/30 輸出許可書等未取得 2020/04/02 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
92 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/20 輸出許可書等未取得 2020/04/07 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
93 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 乐脉顆粒　 4 NO 2020/01/23 輸出許可書等未取得 2020/04/07 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
94 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2020/04/06 輸出許可書等未取得 2020/04/09 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
95 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 20 NO 2020/03/30 輸出許可書記載不備 2020/04/14 積戻･返送 商業航空 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 不明
96 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ 生体 1 NO 2020/04/15 輸出許可書等未取得 2020/04/15 任意放棄 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
97 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｻﾙ 血漿 1 NO 2020/03/16 輸出許可書等未取得 2020/04/16 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
98 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 2020/01/29 輸出許可書等未取得 2020/04/17 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 不明
99 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/03/05 輸出許可書等未取得 2020/04/21 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 1 木香 薬 流感丸 10 NO 2020/04/19 輸出許可書等未取得 2020/04/23 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
101 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2019/12/06 輸出許可書等未取得 2020/04/23 積戻･返送 商業航空 ﾁﾘ 不明
102 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 木香順気丸 2 NO 2020/04/20 輸出許可書等未取得 2020/04/24 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
103 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 LONG HUI WAN 15 NO 2020/04/22 輸出許可書等未取得 2020/04/27 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
104 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻鈎藤飲 6 NO 2020/04/24 輸出許可書等未取得 2020/04/30 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
105 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 116 NO 2020/04/23 輸出許可書等未取得 2020/04/30 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
106 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾃﾞｨｽｺｶｸﾄｩｽ 種子 20 NO 2020/04/23 輸出許可書等未取得 2020/04/30 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
107 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾃﾞｨｵｶｸﾄｩｽ･ﾍﾟｴﾌﾞﾚｽｨｱﾇｽ 種子 20 NO 2020/04/23 輸出許可書等未取得 2020/04/30 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
108 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 89 NO 2020/04/23 輸出許可書等未取得 2020/04/30 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
109 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 復方黄達素片 48 NO 2020/04/27 輸出許可書等未取得 2020/05/01 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
110 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 6 NO 2020/04/29 輸出許可書等未取得 2020/05/01 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
111 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻破壁欽片 20 NO 2020/04/21 輸出許可書等未取得 2020/05/04 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
112 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 線香 1 NO 2020/05/01 輸出許可書等未取得 2020/05/08 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
113 東京税関 東京外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2020/02/03 輸出許可書等数量相違 2020/05/08 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
114 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 化粧品 42 NO 2020/02/17 輸出許可書等未取得 2020/05/11 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
115 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 2 NO 2020/02/17 輸出許可書等未取得 2020/05/11 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
116 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2020/05/08 輸出許可書等未取得 2020/05/12 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
117 大阪税関 大阪外郵出張所 1 月想曲 生体 20 NO 2020/04/30 輸出許可書等未取得 2020/05/13 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
118 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ﾄｩﾙﾋﾞﾆｶﾙﾌﾟｽ 生体 19 NO 2020/04/30 輸出許可書等未取得 2020/05/13 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
119 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ･ｴﾚｸﾄｹﾝﾄﾙｽ 種子 74 NO 2020/04/30 輸出許可書等未取得 2020/05/13 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
120 大阪税関 大阪外郵出張所 1 ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ･ｳﾘｸﾞﾃｨｱｲ 種子 200 NO 2020/04/30 輸出許可書等未取得 2020/05/13 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
121 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2020/04/26 輸出許可書等未取得 2020/05/14 積戻･返送 商業航空 ｽｲｽ 不明
122 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 灸 8 NO 2020/05/08 輸出許可書等未取得 2020/05/14 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
123 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 ﾘﾖ脾丸 2 NO 2020/03/13 輸出許可書等未取得 2020/05/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
124 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 薬 健身全鹿丸 1 NO 2020/03/25 輸出許可書等未取得 2020/05/21 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 10 NO 2020/03/25 輸出許可書等未取得 2020/05/21 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 ﾜﾆ 靴類 1 NO 2020/05/08 輸出許可書等未取得 2020/05/22 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
127 大阪税関 関西空港税関支署 1 木香 薬 ﾓｸﾞｻ 10 NO 2020/04/27 輸出許可書等未取得 2020/05/25 積戻･返送 商業航空 中華人民共和国 不明
128 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/04/14 輸出許可書等未取得 2020/05/26 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
129 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/05/18 輸出許可書等未取得 2020/05/27 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
130 東京税関 東京外郵出張所 2 ｳﾙｼ 生体 1 NO 2020/05/27 輸出許可書等未取得 2020/05/29 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
131 東京税関 成田航空貨物出張所 3 ｴｲ 生体 17 NO 2020/05/30 輸出許可書等未取得 2020/05/30 通関 商業航空 ｺﾛﾝﾋﾞｱ 不明
132 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻丸 30 NO 2020/04/21 輸出許可書等未取得 2020/06/03 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
133 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 36 NO 2020/03/24 輸出許可書等数量相違 2020/06/05 廃棄 商業海上 ﾌﾗﾝｽ ﾌﾗﾝｽ
134 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/03/24 輸出許可書等未取得 2020/06/05 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
135 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/05/08 輸出許可書等未取得 2020/06/08 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
136 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 2 NO 2020/03/26 輸出許可書等未取得 2020/06/08 廃棄 商業海上 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
137 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 保済丸 2 NO 2020/06/01 輸出許可書等未取得 2020/06/08 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
138 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 1 NO 2020/06/03 輸出許可書等未取得 2020/06/08 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
139 東京税関 成田税関支署 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/02/03 輸出許可書等未取得 2020/06/09 任意放棄 旅具航空 ﾀｲ 不明
140 東京税関 本関 2 ﾊﾞﾆﾗ 電子ﾀﾊﾞｺﾌﾚｰﾊﾞｰ 0.03 KG 2020/05/21 輸出許可書等未取得 2020/06/10 積戻･返送 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
141 東京税関 東京外郵出張所 1 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 6 NO 2020/06/02 輸出許可書等未取得 2020/06/11 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
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142 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/04/27 輸出許可書等未取得 2020/06/11 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
143 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 安宮牛黄丸 1 NO 2020/04/02 輸出許可書等未取得 2020/06/22 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
144 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 狸气舒心片 5 NO 2020/06/14 輸出許可書等未取得 2020/06/22 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
145 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 薬 狸气舒心片 5 NO 2020/06/14 輸出許可書等未取得 2020/06/22 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
146 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾛｴ 生体 5 NO 2020/06/22 輸出許可書等未取得 2020/06/22 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 ｱﾒﾘｶ合衆国
147 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天舒片 2 NO 2020/06/18 輸出許可書等未取得 2020/06/24 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
148 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ 5 NO 2020/06/23 輸出許可書等未取得 2020/06/26 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
149 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 9 NO 2020/06/24 輸出許可書等種名等相違 2020/06/30 通関 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
150 東京税関 大井出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 化粧品 36 NO 2020/06/01 輸出許可書等未取得 2020/07/01 積戻･返送 商業海上 大韓民国 大韓民国
151 東京税関 大井出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 家具 1 NO 2020/06/05 輸出許可書等未取得 2020/07/02 廃棄 商業海上 香港 不明
152 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 10 NO 2020/05/24 輸出許可書等未取得 2020/07/02 任意放棄 郵便物 台湾 不明
153 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ ﾌｪｲｽﾏｽｸ 2 NO 2020/06/22 輸出許可書等未取得 2020/07/02 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
154 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｽｸﾚﾛｶｸﾄｩｽ･ﾊﾟﾋﾟｭﾗｶﾝﾄｩｽ 生体 1 NO 2020/04/29 輸出許可書等未取得 2020/07/02 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ ﾊﾝｶﾞﾘｰ
155 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2020/04/29 輸出許可書等未取得 2020/07/02 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ ﾊﾝｶﾞﾘｰ
156 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/03 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
157 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/03 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
158 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/03 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
159 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/03 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 1 木香 薬 香连片 1 NO 2020/06/30 輸出許可書等未取得 2020/07/04 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
161 大阪税関 関西空港税関支署 3 ﾔｷﾞ 衣類 1 NO 2020/07/06 輸出許可書等未取得 2020/07/07 積戻･返送 商業航空 香港 不明
162 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/05/14 輸出許可書等未取得 2020/07/07 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
163 大阪税関 関西空港税関支署 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/07/06 輸出許可書等未取得 2020/07/09 廃棄 商業航空 中華人民共和国 不明
164 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/10 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
165 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 木香順气丸 24 NO 2020/06/26 輸出許可書等未取得 2020/07/10 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
166 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 生体 1 NO 2020/06/29 輸出許可書等未取得 2020/07/11 任意放棄 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
167 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/06/15 輸出許可書等未取得 2020/07/14 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
168 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 3 NO 2020/07/01 輸出許可書等未取得 2020/07/14 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
169 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1639.9 KG 2020/07/08 輸出許可書等未取得 2020/07/15 積戻･返送 商業海上 台湾 台湾
170 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 條根酸 21 NO 2020/07/11 輸出許可書等未取得 2020/07/16 任意放棄 郵便物 台湾 不明
171 大阪税関 南港出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 10 NO 2020/06/01 輸出許可書等未取得 2020/07/20 廃棄 商業海上 大韓民国 ｽｲｽ
172 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 1 NO 2020/07/11 輸出許可書等未取得 2020/07/20 積戻･返送 郵便物 ｶﾅﾀﾞ 不明
173 東京税関 大井出張所 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 化粧品 719 KG 2020/07/08 輸出許可書等未取得 2020/07/21 廃棄 商業海上 大韓民国 不明
174 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 2020/06/05 輸出許可書等未取得 2020/07/21 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
175 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 2020/07/17 輸出許可書等未取得 2020/07/21 積戻･返送 郵便物 香港 不明
176 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 漢方薬原料 1 NO 2020/07/17 輸出許可書等未取得 2020/07/21 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
177 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 化粧品 1 NO 2020/07/15 輸出許可書等未取得 2020/07/22 積戻･返送 郵便物 香港 不明
178 東京税関 成田航空貨物出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 10 NO 2020/07/09 輸出許可書等未取得 2020/07/27 通関 商業航空 ｲﾀﾘｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ
179 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 柴胡舒肝丸 7 NO 2020/07/22 輸出許可書等未取得 2020/07/27 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
180 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾃﾞｨｽｺｶｸﾄｩｽ 生体 1 NO 2020/07/27 輸出許可書等未取得 2020/07/30 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ ﾊﾝｶﾞﾘｰ
181 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 3 NO 2020/07/27 輸出許可書等未取得 2020/07/30 積戻･返送 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ ﾊﾝｶﾞﾘｰ
182 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/07/28 輸出許可書等未取得 2020/08/03 積戻･返送 郵便物 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 不明
183 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 香砂六君丸 2 NO 2020/07/30 輸出許可書等未取得 2020/08/03 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
184 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 1 NO 2020/06/26 輸出許可書等未取得 2020/08/03 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
185 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/07/29 輸出許可書等未取得 2020/08/04 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
186 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 6 NO 2020/07/28 輸出許可書等未取得 2020/08/05 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
187 大阪税関 大阪外郵出張所 2 沈香 薬 新雪片 2 NO 2020/05/26 輸出許可書等未取得 2020/08/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
188 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻醒脑胶囊　 6 NO 2020/05/31 輸出許可書等未取得 2020/08/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
189 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 13 NO 2020/07/25 輸出許可書等未取得 2020/08/06 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
190 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 6 NO 2020/07/25 輸出許可書等未取得 2020/08/06 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
191 横浜税関 川崎外郵出張所 1 木香 薬 复方黄连素片 6 NO 2020/05/08 輸出許可書等未取得 2020/08/06 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
192 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 夏方黄達素片 3 NO 2020/07/30 輸出許可書等未取得 2020/08/07 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
193 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 人参健脾開胃補丸 2 NO 2020/08/04 輸出許可書等未取得 2020/08/10 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
194 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾎﾟﾘｭﾐﾀ 剥製･標本 10 NO 2020/03/18 輸出許可書等未取得 2020/08/13 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
195 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 木材 1 NO 2020/07/02 輸出許可書等未取得 2020/08/17 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
196 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2020/08/09 輸出許可書等未取得 2020/08/17 任意放棄 郵便物 ｵﾗﾝﾀﾞ 不明
197 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾌﾘｶｿﾞｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 3 NO 2020/08/03 輸出許可書等未取得 2020/08/19 通関 商業航空 ｲﾀﾘｱ ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ
198 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 SHUGAN WAN 5 NO 2020/08/12 輸出許可書等未取得 2020/08/19 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
199 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 KUAI WEI SHU GAN WAN 1 NO 2020/08/12 輸出許可書等未取得 2020/08/19 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
200 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/08/17 輸出許可書等未取得 2020/08/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
201 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 済生橘核丸 8 NO 2020/06/01 輸出許可書等未取得 2020/08/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
202 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 香砂六君丸 19 NO 2020/07/27 輸出許可書等未取得 2020/08/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
203 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 人参健脾丸　 2 NO 2020/08/17 輸出許可書等未取得 2020/08/24 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
204 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 柴胡舒肝丸 2 NO 2020/08/17 輸出許可書等未取得 2020/08/24 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
205 東京税関 成田航空貨物出張所 2 沈香 香料 1 NO 2019/06/07 輸出許可書等未取得 2020/08/25 廃棄 商業航空 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 不明
206 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 50 NO 2020/01/21 輸出許可書等未取得 2020/08/27 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
207 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｴｽｺﾊﾞﾘｱ･ｽﾈｴﾃﾞｨｲ 種子 25 NO 2020/08/21 輸出許可書等未取得 2020/08/28 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
208 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｶﾒﾚｵﾝ 生体 24 NO 2020/08/16 輸出許可書等未取得 2020/08/29 通関 商業航空 ｶﾒﾙｰﾝ ｶﾒﾙｰﾝ
209 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｿｳﾄｳｻｿﾘ 生体 30 NO 2020/08/16 輸出許可書等未取得 2020/08/29 通関 商業航空 ｶﾒﾙｰﾝ ｶﾒﾙｰﾝ
210 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 2 NO 2020/08/19 輸出許可書等未取得 2020/08/31 任意放棄 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
211 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 4 NO 2020/08/19 輸出許可書等未取得 2020/08/31 任意放棄 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
212 横浜税関 川崎外郵出張所 1 兜丸 生体 4 NO 2020/08/27 輸出許可書等未取得 2020/09/01 任意放棄 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
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213 門司税関 福岡外郵出張所 2 ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ その他の革製品 1 NO 2020/08/28 輸出許可書等未取得 2020/09/02 任意放棄 郵便物 ﾛｼｱ ﾛｼｱ
214 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 DANG GUI LONG HUI WAN 3 NO 2020/07/08 輸出許可書等未取得 2020/09/03 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
215 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 MU XIANG BIN LANG WAN 3 NO 2020/07/08 輸出許可書等未取得 2020/09/03 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
216 函館税関 苫小牧税関支署 3 ﾔﾁﾀﾞﾓ 製材 29.23 CM 2020/08/31 輸出許可書等未取得 2020/09/04 申告撤回 商業海上 中華人民共和国 ﾛｼｱ
217 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 靴類 1 PR 2020/09/04 輸出許可書等未取得 2020/09/07 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
218 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 7 NO 2020/09/07 輸出許可書等未取得 2020/09/08 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
219 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 9 NO 2020/09/07 輸出許可書等未取得 2020/09/08 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
220 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 死体･枯体 1 NO 2020/09/07 輸出許可書等未取得 2020/09/08 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
221 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 2 NO 2020/09/04 輸出許可書等未取得 2020/09/09 任意放棄 郵便物 香港 不明
222 東京税関 本関 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 0.125 KG 2020/06/05 輸出許可書等未取得 2020/09/14 廃棄 商業航空 香港 不明
223 大阪税関 南港出張所 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 9 NO 2020/09/04 輸出許可書等未取得 2020/09/17 廃棄 商業海上 中華人民共和国 不明
224 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
225 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
226 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
227 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
228 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 92 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
229 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/11 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
230 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 92 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
231 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
232 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 88 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
233 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 89 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
234 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 87 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
235 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 83 NO 2020/09/12 輸出許可書等未取得 2020/09/18 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
236 横浜税関 本関 2 ｻﾝｺﾞ 死体･枯体 50 NO 2020/09/15 輸出許可書等未取得 2020/09/20 任意放棄 旅具海上 ｶﾀｰﾙ 不明
237 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｿｳﾄｳｻｿﾘ 生体 156 NO 2020/07/02 輸出許可書等未取得 2020/09/24 審理引継 商業航空 ｶﾒﾙｰﾝ 不明
238 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 2 NO 2020/09/15 輸出許可書等未取得 2020/09/24 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 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 2 NO 2020/09/08 輸出許可書等未取得 2020/09/25 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
240 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 鳥の止まり木 6 NO 2020/09/07 輸出許可書等未取得 2020/09/30 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
241 大阪税関 関西空港税関支署 1 ﾀﾞﾁｮｳ 羽及び羽製品 1 NO 2020/09/30 輸出許可書等未取得 2020/10/01 廃棄 商業航空 香港 不明
242 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾌｰﾃﾞｨｱ 種子 27 NO 2020/09/30 輸出許可書等未取得 2020/10/02 任意放棄 郵便物 英国 不明
243 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2020/02/16 輸出許可書等未取得 2020/10/02 積戻･返送 商業航空 香港 不明
244 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 2 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/10/05 積戻･返送 郵便物 ｶﾅﾀﾞ 不明
245 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 香砂六君丸 5 NO 2020/08/07 輸出許可書等未取得 2020/10/06 任意放棄 郵便物 香港 不明
246 東京税関 成田航空貨物出張所 1 ﾁﾝﾁﾗ 衣類 1 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/10/06 通関 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
247 門司税関 福岡外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 片仔癀 3 NO 2020/10/04 輸出許可書等未取得 2020/10/09 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 中華人民共和国
248 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 2 NO 2020/09/30 輸出許可書等未取得 2020/10/13 廃棄 商業航空 香港 不明
249 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 耳聋通窍丸 4 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/10/14 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
250 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 1 NO 2020/08/09 輸出許可書等未取得 2020/10/15 積戻･返送 郵便物 ﾛｼｱ 不明
251 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 1 NO 2020/08/09 輸出許可書等未取得 2020/10/15 積戻･返送 郵便物 ﾛｼｱ 不明
252 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/10/07 輸出許可書等未取得 2020/10/16 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
253 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 54 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/10/19 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
254 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 同仁牛黄清心丸 20 NO 2020/10/15 輸出許可書等未取得 2020/10/20 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
255 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/10/20 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
256 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/10/17 輸出許可書等未取得 2020/10/21 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
257 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 4 NO 2020/10/15 輸出許可書等未取得 2020/10/23 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
258 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 6 NO 2020/10/20 輸出許可書等未取得 2020/10/26 通関 商業航空 香港 不明
259 東京税関 東京外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/01/06 輸出許可書等未取得 2020/10/26 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
260 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｳﾙｼ 種子 10 NO 2020/10/15 輸出許可書等未取得 2020/10/30 任意放棄 郵便物 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 不明
261 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 9 NO 2020/10/30 輸出許可書等未取得 2020/10/30 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
262 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 20 NO 2020/10/27 輸出許可書等未取得 2020/10/30 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
263 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾅﾏｺ 食品 2 NO 2020/10/15 輸出許可書等未取得 2020/10/30 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
264 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｱﾒﾘｶﾆﾝｼﾞﾝ 食品 1 NO 2020/10/12 輸出許可書等未取得 2020/10/31 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
265 横浜税関 本関 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 六神丸 60 NO 2020/11/02 輸出許可書等未取得 2020/11/02 任意放棄 旅具海上 中華人民共和国 中華人民共和国
266 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾛｴ 食品 10 NO 2020/10/15 輸出許可書等未取得 2020/11/02 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
267 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 2020/10/21 輸出許可書等未取得 2020/11/04 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
268 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 7 NO 2020/11/02 輸出許可書等未取得 2020/11/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
269 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 生体 29 NO 2020/10/30 輸出許可書等未取得 2020/11/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
270 東京税関 東京外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 2 NO 2020/10/30 輸出許可書等未取得 2020/11/06 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
271 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 5 NO 2020/10/26 輸出許可書等未取得 2020/11/06 通関 商業航空 ｽｲｽ ｱﾒﾘｶ合衆国
272 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/11/08 積戻･返送 商業航空 香港 不明
273 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2020/10/08 輸出許可書等未取得 2020/11/08 積戻･返送 商業航空 香港 不明
274 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 2 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/11/08 積戻･返送 商業航空 香港 不明
275 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/11/08 積戻･返送 商業航空 香港 不明
276 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 3 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/11/08 積戻･返送 商業航空 香港 不明
277 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 6 NO 2020/11/05 輸出許可書等未取得 2020/11/09 積戻･返送 郵便物 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 不明
278 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ 剥製･標本 1 NO 2020/11/04 輸出許可書等未取得 2020/11/09 任意放棄 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
279 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 7 NO 2020/11/05 輸出許可書等未取得 2020/11/09 任意放棄 郵便物 大韓民国 不明
280 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 死体･枯体 3 KG 2020/10/14 輸出許可書等未取得 2020/11/10 廃棄 商業航空 ｲﾀﾘｱ 不明
281 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 2020/10/14 輸出許可書等未取得 2020/11/10 廃棄 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
282 東京税関 大井出張所 2 ｱﾛｴ 化粧品 12.2 KG 2020/11/04 輸出許可書等未取得 2020/11/10 廃棄 商業海上 大韓民国 不明
283 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 2020/09/23 輸出許可書等未取得 2020/11/11 積戻･返送 郵便物 ｱﾗﾌﾞ首長国連邦 不明
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284 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾗｾﾆｱ 生体 2 NO 2020/11/07 輸出許可書等未取得 2020/11/13 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
285 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 同仁牛黄清心丸 10 NO 2020/11/05 輸出許可書等未取得 2020/11/13 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
286 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 50 NO 2020/11/08 輸出許可書等未取得 2020/11/14 任意放棄 商業航空 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 不明
287 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｱﾅｶﾝﾌﾟｾﾛｽ 生体 200 NO 2020/11/09 輸出許可書等未取得 2020/11/15 任意放棄 商業航空 ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ 不明
288 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 木香順気丸 3 NO 2020/10/26 輸出許可書等未取得 2020/11/16 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
289 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 开胸順气丸 2 NO 2020/10/26 輸出許可書等未取得 2020/11/16 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
290 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/06/22 輸出許可書等未取得 2020/11/16 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
291 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 楽器 1 NO 2020/10/22 輸出許可書等未取得 2020/11/17 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
292 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/11/12 輸出許可書等未取得 2020/11/17 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
293 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 0.5 KG 2020/10/30 輸出許可書等未取得 2020/11/18 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
294 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2020/11/12 輸出許可書等未取得 2020/11/18 積戻･返送 郵便物 香港 不明
295 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 化粧品 2 NO 2020/10/26 輸出許可書等未取得 2020/11/19 任意放棄 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
296 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 3 NO 2020/11/17 輸出許可書等有効期限切れ及び数量相違 2020/11/19 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
297 東京税関 本関 2 ﾆｼｷﾍﾋﾞ 靴類 1 PR 2020/11/09 輸出許可書記載不備 2020/11/19 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ ﾍﾞﾄﾅﾑ
298 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 清瘟十二味丸 5 NO 2020/09/15 輸出許可書等未取得 2020/11/20 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 ｵｵﾄｶｹﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/10/26 輸出許可書等未取得 2020/11/20 積戻･返送 郵便物 英国 不明
300 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾗﾝ 生体 27 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/11/20 積戻･返送 郵便物 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 不明
301 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾌｸﾛｳ 羽及び羽製品 2 NO 2020/11/17 輸出許可書等未取得 2020/11/24 任意放棄 郵便物 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 不明
302 名古屋税関 中部外郵出張所 2 ｷﾘﾝ 骨の加工品（ﾅｲﾌ） 1 NO 2020/11/17 輸出許可書等未取得 2020/11/25 積戻･返送 郵便物 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
303 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾁｮｳ 剥製･標本 1 NO 2020/08/09 輸出許可書等未取得 2020/11/26 積戻･返送 郵便物 ﾛｼｱ 不明
304 東京税関 東京外郵出張所 1 ﾀﾞﾁｮｳ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 6 NO 2020/11/20 輸出許可書等未取得 2020/11/26 積戻･返送 郵便物 大韓民国 不明
305 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 生体 1 NO 2020/11/27 輸出許可書等未取得 2020/11/30 積戻･返送 郵便物 ﾁｪｺ 不明
306 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾚｲﾖｳ 薬 同仁牛黄清心丸 10 NO 2020/11/26 輸出許可書等未取得 2020/12/01 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
307 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｱﾛﾏｵｲﾙ 1 NO 2020/09/29 輸出許可書等未取得 2020/12/03 積戻･返送 郵便物 英国 不明
308 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 靴類 1 PR 2020/11/13 輸出許可書等未取得 2020/12/03 任意放棄 郵便物 香港 不明
309 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ 楽器 1 NO 2020/10/06 輸出許可書等未取得 2020/12/03 積戻･返送 郵便物 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 不明
310 東京税関 東京外郵出張所 2 ｵｵﾄｶｹﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/09/04 輸出許可書等未取得 2020/12/03 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
311 東京税関 成田税関支署 2 ｷｭｳｶﾝﾁｮｳ 生体 3 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/04 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
312 東京税関 成田税関支署 2 ﾉｽﾘ 生体 2 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/04 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
313 東京税関 成田税関支署 2 ｺｷﾝﾒﾌｸﾛｳ 生体 5 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/04 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
314 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ 薬 片仔癀 3 NO 2020/11/24 輸出許可書等未取得 2020/12/04 積戻･返送 郵便物 香港 不明
315 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ その他の革製品 3 NO 2020/11/20 輸出許可書等未取得 2020/12/07 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
316 東京税関 成田税関支署 2 ｱｶﾃﾀﾏﾘﾝ 生体 1 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
317 東京税関 成田税関支署 2 ｺﾓﾝﾏｰﾓｾｯﾄ 生体 6 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
318 東京税関 成田税関支署 2 ｼｮｳｶﾞﾗｺﾞ 生体 2 NO 2020/03/10 輸出許可書等未取得 2020/12/08 審理引継 旅具航空 ﾀｲ 不明
319 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 RENSHEN GUIPI WAN 12 NO 2020/11/14 輸出許可書等未取得 2020/12/08 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
320 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 5 NO 2020/12/04 輸出許可書等未取得 2020/12/09 任意放棄 郵便物 台湾 不明
321 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｵｵﾂﾁｸﾞﾓ 生体 30 NO 2020/12/12 輸出許可書等未取得 2020/12/12 任意放棄 商業航空 ﾆｶﾗｸﾞｱ 不明
322 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗｲｵﾝ 頭蓋骨 1 NO 2020/11/09 輸出許可書等不備 2020/12/13 積戻･返送 商業航空 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
323 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ｷﾘﾝ 頭蓋骨 1 NO 2020/11/09 輸出許可書等不備 2020/12/13 積戻･返送 商業航空 南ｱﾌﾘｶ共和国 不明
324 東京税関 東京外郵出張所 2 ｵﾍﾟﾙｸﾘｶﾘｭｱ･ﾃﾞｶﾘｰ 生体 15 NO 2020/12/07 輸出許可書等未取得 2020/12/15 積戻･返送 郵便物 台湾 不明
325 東京税関 本関 2 ﾜﾆ 原皮･毛皮 2 KG 2020/12/10 輸出許可書等にﾀｸﾞ番号なし、ﾜﾆ皮にもタグなし 2020/12/15 積戻･返送 商業航空 大韓民国 南ｱﾌﾘｶ共和国
326 東京税関 大井出張所 2 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ 化粧品 40328 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/15 通関 商業海上 大韓民国 大韓民国
327 東京税関 大井出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 化粧品 585 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/15 通関 商業海上 大韓民国 大韓民国
328 横浜税関 川崎外郵出張所 1 牡丹 種子 8 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/16 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
329 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾚｷｭﾌｫﾗ 種子 20 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/16 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
330 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 100 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/16 任意放棄 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
331 大阪税関 関西空港税関支署 2 ｱﾛｴ 食品 1 NO 2020/12/15 輸出許可書等未取得 2020/12/17 廃棄 商業航空 ｱﾒﾘｶ合衆国 不明
332 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾐｽﾞﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/11/25 輸出許可書等未取得 2020/12/17 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
333 東京税関 東京外郵出張所 2 ﾍﾋﾞ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/12/08 輸出許可書等未取得 2020/12/17 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
334 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 保健貼 10 NO 2020/12/15 輸出許可書等未取得 2020/12/18 積戻･返送 郵便物 中華人民共和国 不明
335 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 食品 2 NO 2020/10/08 輸出許可書等未取得 2020/12/21 積戻･返送 郵便物 ﾍﾞﾄﾅﾑ 不明
336 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 5 NO 2020/10/19 輸出許可書等未取得 2020/12/21 積戻･返送 商業航空 ﾌﾗﾝｽ 不明
337 東京税関 大井出張所 2 ｱﾛｴ 食品 0.3 KG 2020/08/26 輸出許可書等未取得 2020/12/21 廃棄 商業海上 大韓民国 大韓民国
338 大阪税関 大阪外郵出張所 2 ﾗﾝ 薬 天麻雛 2 NO 2020/12/08 輸出許可書等未取得 2020/12/22 任意放棄 郵便物 台湾 不明
339 名古屋税関 本関 1 ﾄﾗ 薬 孟加拉虎王 2 NO 2020/11/25 輸出許可書等未取得 2020/12/22 廃棄 商業海上 中華人民共和国 不明
340 東京税関 成田航空貨物出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 1 NO 2020/11/20 輸出許可書等未取得 2020/12/22 廃棄 商業航空 香港 ﾌﾗﾝｽ
341 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 57 KG 2020/11/13 輸出許可書等未取得 2020/12/22 廃棄 商業海上 ﾄﾞｲﾂ ｱﾒﾘｶ合衆国
342 東京税関 大井出張所 2 ﾗﾝ 化粧品 77.5 KG 2020/12/17 輸出許可書等未取得 2020/12/22 廃棄 商業海上 ﾄﾞｲﾂ ｱﾒﾘｶ合衆国
343 大阪税関 大阪外郵出張所 1 木香 薬 清熱安宮丸 24 NO 2020/12/21 輸出許可書等未取得 2020/12/24 任意放棄 郵便物 中華人民共和国 不明
344 横浜税関 川崎外郵出張所 1 花籠 種子 2 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
345 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ﾍﾟﾚｷｭﾌｫﾗ 種子 1 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
346 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 1 NO 2020/12/10 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 郵便物 ﾌﾗﾝｽ 不明
347 横浜税関 川崎外郵出張所 1 ｼｬﾑﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/12/18 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
348 横浜税関 川崎外郵出張所 2 ﾜﾆ ﾊﾞｯｸﾞ･財布 1 NO 2020/12/18 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 郵便物 ﾀｲ 不明
349 名古屋税関 本関 2 ｻﾎﾞﾃﾝ 粉末 1 NO 2020/12/23 輸出許可書等未取得 2020/12/25 廃棄 商業海上 大韓民国 ﾌﾗﾝｽ
350 東京税関 本関 2 ﾜﾆ ﾍﾞﾙﾄ･時計ﾊﾞﾝﾄﾞ 1 NO 2020/12/18 輸出許可書等未取得 2020/12/25 積戻･返送 商業航空 香港 不明
351 東京税関 本関 2 ﾁｮｳｻﾞﾒ 食品 0.18 KG 2020/12/02 輸出許可書等未取得 2020/12/29 積戻･返送 商業航空 ﾏﾚｰｼｱ 不明


