1. Goods Consigned from (Exporter’s name, address and country)

輸出者の名称、住所及び国名

Certificate No.

英語により作成される。

証明番号（証明ごとの個別番号）

Form RCEP

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT

2. Goods Consigned to (Importer’s/ Consignee’s name, address,
country)

CERTIFICATE OF ORIGIN
発給国名
Issued in ……………………………
(Country)
〇生産者が複数に渡る場合は、“SEE BOX 8”
と記載し、8欄目に記載される。
〇生産者がその情報を秘密とすることを望む
場合は、“CONFIDENTIAL”、
生産者の詳細が判明していない場合は、
“NOT AVAILABLE”と記載される。

輸入者の名称、住所及び国名

3. Producer’s name, address and country (if known)

生産者の名称、住所及び国名
（分かる範囲で）

5. For Official Use

輸送の手段及び経路（分かる範囲で）
4. Means of transport and route (if known)
Departure Date:

Port of Discharge:

6. Item
number

Preferential Treatment:
 Given
 Not Given (Please state reason/s)

出発日

Vessel’s name/Aircraft flight number, etc.:

7. Marks
and
numbers
on
packages

船名、フライト番号等
………………………………………………………………………………

荷卸港
8. Number and kind of
packages; and description
of goods.

Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the
Importing Country
9. HS Code
of the goods
(6 digit-level)

包装の個数及び種
類、品名

11. RCEP
Country of
Origin

10. Origin
Conferring
Criterion

ＨＳ番号
（６桁、2012年版）
項目番号

日本への輸入については
第5欄は使用されない。

ＲＣＥＰ原産国

原産地基準

包装の記号、
番号

下記①～③のカテゴリーのいずれ
か１つが記載される。
①ＷＯ（完全生産品）
②ＰＥ（原産材料のみから生産さ
れる産品）
③ＣＴＣ（関税分類変更基準）、
ＲＶＣ（付加価値基準）、ＣＲ
（加工工程基準（化学反応））の
うちの該当するもの

〇連続する原産地証明書の場合には、最初の
原産地証明の参照番号、発行日、発効国、
最初の輸出国におけるＲＣＥＰ原産国が記
載される。また、認定輸出者による自己申
告である場合は最初の輸出国における認定
輸出者番号も併せて記載される。
〇第三者インボイスの場合には、当該インボ
14. Remarksイスの発行者の名称及び国名。
〇再発給の場合には、再発給の日付及び
“CERTIFIED TRUE COPY”が記載される。

ＡＣＵ(累積)、ＤＭＩ(僅少の非
原産材料)を適用する場合は、これ
らが併記される。

12. Quantity
(Gross weight or
other
measurement),
and value (FOB)
where RVC is
applied

13. Invoice
number(s) and
date of
invoice(s)

数量（グロス重量そ
の他の計量法）及び
ＲＶＣが適用される
場合はＦＯＢ価額

原則として日本へ
の輸入に用いられ
るインボイスの番
号及び日付

所有する情報に基づき、ＲＣＥＰ原産国を
決定し記入される。
情報不足により決定できない等の理由によ
り、第２・６条 ６(a)又は第２・６条 ６
(b)に該当する最高税率の締約国名を記載
する場合は、適用した規定の文脈において
最も高い関税率となる締約国名の後にそれ
ぞれ「*」（第２・６条 ６(a)）又は「**」
（第２・６条 ６(b)）が付記される。
例：Australia*、Indonesia**

15. Declaration by the exporter or producer

16. Certification

The undersigned hereby declares that the above details and
statements are correct and that the goods covered in this
Certificate comply with the requirements specified for these goods
in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.
These goods are exported to:

On the basis of control carried out, it is hereby certified that the
information herein is correct and that the goods described comply
with the origin requirements specified in the Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement.

輸入締約国名
………………………………………………………………………..
(importing country)
申請の場所、日付、申請者の署名

…………………………………………………………......................
Place and date, and signature of authorised signatory

発給機関の場所、日付、署名及び証明印
…………………………………………………………….................................
Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body

17.  Back-to-back Certificate of Origin

「連続する原産地証明書」の場合、
ここにチェック(✓)が付される。

 Third-party invoicing

「第三者インボイス」の場合、こ
こにチェック(✓)が付される。

 ISSUED RETROACTIVELY

「遡及発給」の場合、ここに
チェック(✓)が付される。

