
原産地証明書が 

オンラインで発給できるようになりました! 
 

オンライン発給のメリット 

●申請ごとの商工会議所への訪問が不要になります。 

●発給前の書類の訂正がオンラインでできます。 

●現金での発給手数料決済が不要になります。 ※クレジットカード払いのみ可能です。 

●専用ソフト不要で、Google Chromeなどの一般的なWebブラウザで申請できます。 

●自社のプリンターを使用して、一般的な白紙に証明書を印刷します。 ※専用の用紙は不要です。 

●過去に申請したデータをコピーして発給申請できます。 
 

発給申請の流れ 

    

パソコンで発給システムに 

アクセスして、必要事項を 

入力します。 

システムで申請内容を 

審査後、認証します。 

システムで発給手数料を 

支払います。 

自社プリンターで白紙に 

証明書を印刷します。 

  
 

ご注意 

・ 原産地証明書へのアタッチシートは不可です。連続記載方式となり、すべてのページに申請者と会議所のサインが記載

され、会議所の割印は記載しません。 

・ 発給後の訂正は不可です。再発給となり新たな手数料が発生します。 

・ インボイス証明、サイン証明には対応していません。 ※今後、対応予定です。 

 

★すでに貿易登録をされている方は、https://bit.ly/2K9DtS6 からオンライン登録をお願いいたします。 
※オンライン発給の利用には、すでに貿易登録のある方もオンライン登録が必要になります。 

※詳しくは利用マニュアル（https://bit.ly/3aeSBZr）をご参照ください。 

★窓口発給についても従来どおり継続します。 

★各種手数料は、オンライン、窓口ともに同額です。 

 会員 一般 

貿易登録手数料 

（２年間有効） 
無料 11,000円 

証明書発給手数料 

（1件につき） 
1,100円 2,200円 

（いずれも税込み） 

①発給申請 

【企業】 

②審査・認証 

【会議所】 

③手数料支払 

【企業】 

④証明書印刷 

【企業】 

お問い合わせは… 

神戸商工会議所・貿易証明センター 

☎ 078-303-5807 

〒650-8543 

神戸市中央区港島中町 6-1 

https://bit.ly/2K9DtS6
https://bit.ly/3aeSBZr
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貿易関係証明 オンライン貿易登録について 
神 戸 商 工 会 議 所 

貿易証明センター 

 

貿易登録の流れ  ※YouTubeの動画もご参照ください(3分15秒)  https://youtu.be/J7UGj0zokwg 

    

パソコンで専用Webサイ

トにアクセスして必要事

項を入力します。 

専用Webサイトから申請

書類を印刷し、署名、捺

印後、必要書類とともに

会議所に提出します。 

商工会議所で審査後、 

貿易証明登録証（管理者

ID・パスワード）を交付

します。 

企業内でユーザーIDと 

パスワードを書類作成の 

担当者に交付します。 

 

 

①登録申請 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をダウンロードしてご覧ください。 

  

貿易登録のご案内ページにアクセスします。 

(https://bit.ly/2K9DtS6) 

内容をご確認のうえ、 

・企業名 

・担当者名 

・メールアドレス 

・メールアドレス(確認) 

を入力します。 

★ブラウザは、Google Chrome をお使いください。 

★あらかじめ、Google Chrome で「ポップアップ許可」の

設定を行ってください（最終ページをご参照ください）。 

 

 

  

「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」と「商

工会議所貿易関係証明罰則規程」をお読みいただき、「送信

する」ボタンをクリックします。 

★規程を読まないと「送信する」がクリックできません。 

 
  

しばらくすると、手続きに関するご案内メールが届きますの

で、メールに記載の(3)貿易登録申請を行うためのURLをク

リックして、オンラインでの登録申請を開始します。 

★メールのお届けには５分程度かかる場合があります。 

★URLの有効期間は60日間ですので、期間内にご申請くださ

い（期間を過ぎますと手続きができなくなります）。  

①登録申請 

【企業】 

②書類提出 

【企業】 

③登録審査 

【会議所】 

④ID等の交付 

【企業】 

お読みください 

https://youtu.be/J7UGj0zokwg
https://bit.ly/3aeSBZr
https://bit.ly/2K9DtS6
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ご案内メールのURLをクリックして貿易登録の申請ページを

開き、企業情報や署名者情報などを入力します。 

※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をご覧ください。 

★会社名（和文表記）欄には株式会社など

の法人格は入力しないでください。 

※誓約書などの書類が正しく作成できなくなります。 

★窓口発給で使用される署名者のサインもご登録ください。 

※オンライン登録のない署名者のサインは、窓口発給でも

使用できません。 

★担当者氏名の欄に入力された方に管理者用ID（企業情報の

変更や署名者の追加削除などができますが、証明書の発給

申請はできません）を交付します。管理者が署名者でもあ

る場合は、署名者情報にも必要事項を入力してください。 

 

 

 

 

②書類提出 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をダウンロードしてご覧ください。 

  

入力が済みましたら、誓約書、業態内容届、署名届を

印刷します。誓約書には押印が、署名届には肉筆サイ

ンがそれぞれ必要です。 

★肉筆サインは枠からはみ出さないよう、

5mm 程度の余白をあけて記載願います（はみ

出しますと登録ができません）。 
 

  

印刷した誓約書、業態内容届、署名届、その他の必要書類を神戸商工会議所へお送りください。 

【その他の必要書類】 

●履歴事項全部証明書（法人のみ、３か月以内に発行された原本１通） 

※神戸商工会議所会員で、登記内容に変更がない場合は提出不要です。 

●住民票・印鑑証明書（個人のみ、３か月以内に発行された原本各１通） 

※神戸商工会議所会員で、登記内容に変更がない場合は提出不要です。 

●代表者やサイナーが外国人の場合、在留カード、外国人登録証明書、特別永住者証明書、パスポート（氏名、在留資

格、在留期限が記載されたページ）のいずれかのコピー（おもて面とうら面をコピーしてください） 

●中古品を取り扱う場合、都道府県公安委員会発行の古物商許可証（コピー） 

 
誓約書 

 
業態内容届 

 
署名届 

 
その他の必要書類 

  

押印 

肉筆サイン 

【送付先】 

〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1 

神戸商工会議所 産業部 貿易証明センター 

（電話：078-303-5807） 

https://bit.ly/3aeSBZr
https://bit.ly/3aeSBZr
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③登録審査～貿易証明登録証の交付 

  

ご提出いただいた書類を審査し、問題がなければ貿易証明登

録証をご登録の住所・ご担当者様あてに郵送します。 

★貿易証明登録証にはIDとパスワードを記載しており、ご登

録の住所・ご担当者様以外にはお届けできませんのでご了

承願います。 

★神戸商工会議所が書類を受理してから貿易証明登録証をお

届けするまでの期間は、書類の不備・不足などがある場合

を除き、原則７営業日以内です。 

 

 

 

④署名者(入力担当者)へのID等の交付 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr) 

  

貿易証明登録証に記載の商工会議所コード、管理者ID、パス

ワードを使用して、貿易関係証明発給システムにログインし

ます。(https://coo.jcci.or.jp/eCO/) 

★管理者のパスワードは定期的に変更してください。 

★管理者パスワードがわからなくなった場合は、貿易証明登

録証を再発行しますので、神戸商工会議所までご連絡くだ

さい。 

 
  

メインメニューの「登録内容／署名者確認」ボタンをクリッ

クして表示されるページの「署名登録証印刷」ボタンをクリ

ックし、署名登録証を印刷します。 

★署名登録証は表示されたらすぐに印刷し

てください。画面を閉じると次に表示し

た際にパスワードが表示されません。 

 

 

  

署名者(入力担当者)に署名登録証を交付します。 

★署名者のパスワードは定期的に変更してください。 

★署名者のパスワードがわからなくなった場合は、管理者が

メインメニューの「署名者管理」からパスワードを変更し

て署名者に通知してください。 

※パスワードの変更後も「署名登録証」にパスワードは表

示されません。 

 
  

https://coo.jcci.or.jp/eCO/
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Google Chromeでポップアップ許可を設定する方法 

  

① Google Chrome の画面右上にある「 … 」をクリックします。 

②「設定」をクリックします。 

③ 設定ウィンドウが開いたら「セキュリティとプライバシー」をクリックします。 

④「サイトの設定」をクリックします。 

  
 

⑤「ポップアップブロックとリダイレクト」をクリックします。 

 
 

⑥「ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイト」項目の「追加」ボタンをクリックします。 

 
 

⑦ https://coo.jcci.or.jp と入力し、「追加」ボタンをクリックして完了です。Chrome の設定画面を閉じます。 

 

 

お問い合わせは… 神戸商工会議所・貿易証明センター 
〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6-1 

電話：078-303-5807 

 

② 

① ③ 

④ 

⑥ 

⑤ 
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貿易関係証明 オンライン発給申請について 
神 戸 商 工 会 議 所 

貿易証明センター 

 

発給申請の流れ  ※YouTube の動画もご参照ください(3 分 9 秒)  https://youtu.be/HrS2WV8l9ss 

    

パソコンで発給システム 

にアクセスして必要事項 

を入力します。 

システムで申請内容を審 

査後、認証します。 

システムで手数料を支払 

います。クレジットカー

ドのみ可能です。 

自社プリンターで白紙に 

証明書を印刷します。 

 

①発給申請 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をダウンロードしてご覧ください。 

  

貿易関係証明発給システムのページにアクセスします。 

(https://coo.jcci.or.jp/eCO/) 

署名登録証に記載の 

・商工会議所コード 

・ユーザーID（※管理者IDでは発給申請はできません） 

・パスワード 

を入力してログインします。 

★ブラウザは Google Chrome をお使いください。 

★あらかじめ、Google Chrome で「ポップアップ許可」の

設定を行ってください（別紙①をご参照ください）。  

  

「発給申請」ボタンをクリックします。 

 
  

「原産地証明書(日本産)」か「原産地証明書(外国産)」ボタ

ンをクリックします。 

★日本産と外国産が混在する案件は「外国産」を選びます。 

★過去に申請した案件を複写して申請することも可能です。

詳しくは「利用マニュアル」をご覧ください。 

 

  

表示される内容を確

認し、「発給申請」

ボタンをクリックし

て発給申請入力画面

に移動します。 

 

  

①発給申請 

【企業】 

②審査・認証 

【会議所】 

③手数料支払 

【企業】 

④証明書印刷 

【企業】 

https://bit.ly/3aeSBZr
https://coo.jcci.or.jp/eCO/
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典拠インボイスの内容を入力します。 

★ と記載されている項目は、入力しないと発給申請で

きません。 

★外国産を含む場合、商品ごとに原産国名を入力します。 

★全角文字や全角記号（⑧、Ⅷ、Σなど）、機種依存文字は

使用できません（半角記号は使用できます）。 

★入力する代わりに、インボイスをPDFファイルに変換して

アップロードすることも可能です。 
 

  

典拠インボイスの内容を入力し終えたら、「インボイスの内

容を原産地証明書に転記」ボタンをクリックします。 

★インボイスをPDFファイルでアップロードされた場合は、

このボタンは表示されません。 
 

  

原産地証明書の項目にインボイスの内容が反映されますの

で、商品欄など必要に応じて修正入力を行ってください。 

★インボイスをPDFファイルでアップロードされた場合は、

自動で反映されませんので、手入力が必要です。 

★商品名は、インボイスに具体的名称の記載がない場合、原

産地証明書には追記が必要です（「商品名総称」欄に具体

的名称がある場合を除きます）。 

★外国産を含む場合は誓約書や典拠書類が必要です。詳しく

は最終ページをご参照ください。 

★原産地証明書に記載できる内容は、窓口申請のルールと同

じです。 

 

  

原産地証明書の項目を入力し終えたら、連絡先に必要事項を

入力して「発給申請」ボタンをクリックします。 

★本件に関するご担当者の欄には、入力したご担当者の氏

名、電話番号、メールアドレスを入力してください。 

★商工会議所から申請内容の修正などをご連絡する際は、原

則、メールとシステムで行います。  
  

以上で発給申請は完了です。 

★申請内容に不備がある場合、前項のアドレスにメールで連

絡します。不備の内容はシステムの「審査担当者からのメ

ッセージ」欄に記載してありますので、該当箇所を加筆修

正いただき、再度、発給申請をお願いします。 

★商工会議所が承認するまでは、何度訂正しても手数料はか

かりません。 
 

 

②審査・認証（商工会議所が申請内容を審査します） 
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③手数料支払 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をダウンロードしてご覧ください。 

  

商工会議所の審査が完了したあと、メインメニューの「クレ

ジット決済」ボタンをクリックします。 

★審査の完了は、発給申請時の「審査完了通知メールの受信

希望」にチェックを入れると、メールで通知されます。 
 

  

決済を行う証明書に を入れ、「決済に進む」ボタンをク

リックします。 

★クレジットカード決済の完了後、返金には応じられません

のでご注意ください。 

 
  

画面の指示に従って決済手続きを進めます。 

  

  
  

決済が完了すると発給状況一覧画面に戻り、状態が「交付済」になり、証明書の印刷が可能になります。 

 
  

 

https://bit.ly/3aeSBZr
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④証明書印刷 ※詳しくは「利用マニュアル」(https://bit.ly/3aeSBZr)をダウンロードしてご覧ください。 

  

前ページの発給状況一覧画面で、印刷する証明書の「印刷」ボタンをクリックします。 

 
  

別ウィンドウで証明書が表示されるので、プリンターでA4サ

イズの白紙に印刷します。 

★証明書は手数料決済後、14日以内に印刷してください。14

日を過ぎると印刷できなくなります。 

★証明書データは加工しないでください。 

データには加工制限をかけていますが、意図的に制限を解除して

加工した場合、私文書偽造や詐欺罪、業務妨害罪などに該当する

場合があります。 

 
  

発給状況一覧画面へは、メインメニューの「証明書印刷」ボ

タンをクリックすることでも表示できます。 

 

 

【ご注意】 

  

★操作をせずに240分を経過しますと、自動的にログアウト

します。この際、入力したデータは保存されませんのでご

注意ください。 

➡発給申請入力中は、画面の一番下にある「保存」ボタン

をクリックして一時的にデータを保存してください。 
 

  

★Google Chrome でポップアップ許可を設定する方法は、別紙①「オンライン貿易登録について」の最終ページをご

参照ください。 

 

  

このボタンをクリック 

（Ctrl＋P は使用不可） 

https://bit.ly/3aeSBZr
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外国産を含む原産地証明書の典拠書類 

  

提出する書類をPDFファイルにして、①貿易形態を選び、②プルダウンメニューからアップロード先を指定し、③

「ファイルを選択」ボタンでPDFファイルを選んでください。 

 
 

◆各書類のアップロード先（プルダウンメニューから選択します） 

【再輸出】の場合 

必要書類 アップロード先 備考 

①誓約書（再輸出・積戻し）* H 必須です。 

②海外公的機関発行の原産地証明書 A ②③④のいずれかが必要です。 

※③で具体的な産品名や数量が確認できない

場合は⑥が必要。 

※輸入後に転売された商品を輸出する場合、

④と⑤の両方が必要。 

③輸入許可通知書 B 

④輸入元販売証明書* D 

⑤国内入手経路説明書* E 

⑥輸入時のインボイス C 
 

【積戻し】の場合 

必要書類 アップロード先 備考 

①誓約書（再輸出・積戻し）* H 必須です。 

②海外公的機関発行の原産地証明書 A ②⑦⑧のいずれかが必要です。 

※⑦⑧には原産国の表記が必要です。 

※⑧で具体的な産品名や数量が確認できない

場合は⑨が必要。 

⑦積戻し許可通知書 B 

⑧蔵入承認申請書 C 

⑨蔵入れ時のインボイス D 
 

【仲介貿易】の場合 

必要書類 アップロード先 備考 

⑩誓約書（仲介貿易） 1 必須です。 

②海外公的機関発行の原産地証明書 2 必須です。 

⑪B/L（船荷証券） 3-C 

⑪～⑮のいずれかが必要です。 

⑫AWB（航空貨物運送状） 3-D 

⑬SWB（海上貨物運送状） 3-E 

⑭CMR NOTE（国際道路物品運送書類） 3-F 

⑮CIM NOTE（国際鉄道物品運送書類） 3-G 
 

*①④⑤は、http://trade.kobe-cci.or.jp/download/からダウンロードできます。 
  

お問い合わせは… 神戸商工会議所・貿易証明センター 
〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6-1 

電話：078-303-5807 

 

① 

② 
③ 

http://trade.kobe-cci.or.jp/download/


【別紙③】 
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TSV ファイルでの発給申請について 
神 戸 商 工 会 議 所 

貿易証明センター 

 

●インボイスや原産地証明書に記載するデータをあらかじめ作成しておき、発給システムにアップ

ロードして発給申請を行う方法です。 

●発給システムで手入力する項目を大幅に減らせます。 

 

①データの作成 

  

Microsoft Excel などで入力用ファイルを開き、インボイスや原産地証明書に記載するデータを入力します。 

 
入力用ファイル（tsv_input.xlsx）はこちらからダウンロードできます。https://bit.ly/3uRTAXA 

入力例はこちらからダウンロードできます。 

・産品が１種類のみの場合（example_tsv_single.xlsx） https://bit.ly/3s5zndY 

・産品が複数種類ある場合（example_tsv_multi.xlsx）  https://bit.ly/3wFHsK1 

★コード番号の入力が必要な項目については、本マニュアルの P.9～10 をご参照ください。 

★入力用ファイルの１行目（見出し）は変更しないでください。正常に取り込めなくなります。 

【産品が複数ある場合】 
B列（管理コード「A001」）とBC列（インボイス明細_行番号）からBO列（原産地明細_インボイス行番号）までの

項目を2行目以降に入力します（入力例をダウンロードしてご参照ください）。 

  
↑ ↑ 

B列には産品の種類（この例では５種類）分「A001」と入力します。 BC列より右側に行番号や商品名などを入力します。 

 

②データの保存 

  

入力が済みましたら、入力用ファイルを「TSV形式」で保存します。 

【Microsoft Excelを使用した例】 

①「ファイル」⇒「名前を付けて保存」で保存場所を指定します。 

 ➡  

【次ページに続きます】  

https://bit.ly/3uRTAXA
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②「ファイルの種類」で「テキスト（タブ区切り）」を選んで「保存」ボタンをクリックします。 

 
 

③次のメッセージが表示されたら「OK」をクリックします。 

 
 

④次のメッセージが表示されたら「はい」をクリックします。 

 
 

⑤指定した場所に「tsv_input」というファイルが保存されます。 
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③データの文字コード変換 

 

「tsv_input」ファイルをメモ帳で開き、文字コードを確認します（下図の例では文字コードは「ANSI」です）。 

★UTF-8 以外の文字コードでは取り込むことができませんので変換が必要です。 

 

 

メモ帳のメニューから「ファイル」⇒「名前を付けて保存」を選び、文字コードから「UTF-8」を選んで「保存」

をクリックします。※「UTF-8（BOM付き）」では取り込みができませんのでご注意ください。 
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④発給システムへのTSVファイルのアップロード 

 

発給システムにログインし、メインメニューの「発給申請」をクリックします。 

 

 

「新規発給申請」をクリックします。 

 

 

誓約事項を確認して「発給申請」をクリックします。 

 

 

「TSVインポート」をクリックします。 

 

【次ページに続きます】 



5 

保存した「tsv_input」ファイルを選択して「開く」をクリックします。 

 

 

アップロードした内容がシステムに反映されます。 

 

 
★典拠インボイス、原産地証明書の内容も同様に反映されます。 

★修正が必要な場合はシステム上で修正できます。 

★アップロードと同時に発給申請が完了するわけではありませんのでご注意ください。 

 

 

【次ページに続きます】  
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★「インボイス署名者」はシステム上で選択する必要があります。 

 
 

問題がなければ「発給申請」をクリックして申請を完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは… 神戸商工会議所・貿易証明センター 
〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6-1 

電話：078-303-5807 

 

 



TSVファイルに入力する項目についての説明

列 フィールド名 型 初期値 備考

A 開始フラグ 文字列
*

(アスタリスク)

・固定値です。【変更不可】

・商品データが複数ある場合、2行目以降は空欄です。

B 管理コード 文字列 A001 固定値です。【変更不可】

C 証明依頼書_記載産品の主な品目_コード 数値(3桁)

D 証明依頼書_記載産品の主な品目 文字列(選択型)

E 証明依頼書_仕向国_コード 数値(3桁)

F 証明依頼書_仕向国 文字列(選択型)

G 証明依頼書_決済方法_コード 数値(1桁)

H 証明依頼書_決済方法 文字列(選択型)

I インボイス_輸出者_英文社名 文字列

J インボイス_輸出者_英文住所 文字列

K インボイス_輸入者_英文社名 文字列

L インボイス_輸入者_英文住所 文字列

M インボイス_荷受人_英文社名 文字列

N インボイス_荷受人_英文住所 文字列

O インボイス_インボイス番号 文字列

P インボイス_インボイス日付 数値(8桁) YYYYMMDD形式

Q インボイス_輸送手段_船積日 数値(8桁) YYYYMMDD形式

R インボイス_輸送手段_船積地 文字列

S インボイス_輸送手段_経由地 文字列

T インボイス_輸送手段_仕向地 文字列

U インボイス_輸送手段_便名 文字列

V インボイス_備考 文字列

W インボイス_荷印・荷物番号 文字列

X インボイス_梱包数・種類 文字列

Y インボイス_その他 文字列

Z インボイス_インボイス合計額 文字列

AA インボイス_支払方法 文字列

AB インボイス_貿易条件 文字列

AC インボイス_商品名総称 文字列

AD インボイス_総数量（総重量） 文字列

AE 原産地_輸出者_英文社名 文字列

AF 原産地_輸出者_英文住所 文字列

AG 原産地_荷受人_英文社名 文字列

AH 原産地_荷受人_英文住所 文字列

AI 原産地_インボイス番号 文字列

AJ 原産地_インボイス日付 数値(8桁) YYYYMMDD形式

AK 原産地_原産国 文字列(選択型) JAPAN

AL 原産地_輸送手段_船積日 数値(8桁) YYYYMMDD形式

輸出商品のうち主な品目のコード、品目、仕向国コード、仕向国、決

済方法コード、決済方法を入力します。

入力する内容は「コード定義書」（P.9～10）に記載があるものからお

選びください。
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列 フィールド名 型 初期値 備考

AM 原産地_輸送手段_船積地 文字列

AN 原産地_輸送手段_経由地 文字列

AO 原産地_輸送手段_仕向地 文字列

AP 原産地_輸送手段_便名／便区分 文字列

AQ 原産地_備考 文字列

AR 原産地_荷印・荷物番号 文字列

AS 原産地_梱包数・種類 文字列

AT 原産地_その他 文字列

AU 原産地_輸出者宣誓_場所 文字列

AV 原産地_商品名総称 文字列

AW 原産地_総数量（総重量） 文字列

AX 原産地_審査完了通知メールの受信希望 文字列(選択型) true: 受信希望　／　false: 受信希望しない

AY 原産地_審査完了通知メール送信先 文字列

AZ 原産地_担当者_氏名 文字列

BA 原産地_担当者_電話番号 文字列

BB 原産地_担当者_E-mail 文字列

BC インボイス明細_行番号 数値

・1から順番に入力します。

・飛び番号がある場合はそれ以降のデータはインポートされません。

・重複データがある場合は後のデータで上書きします。

BD インボイス明細_商品名 文字列

BE インボイス明細_HSコード 数値(6桁)

BF インボイス明細_原産国 文字列(選択型) JAPAN

BG インボイス明細_数量 文字列

BH インボイス明細_単位 文字列

BI インボイス明細_価格 文字列

BJ 原産地明細_行番号 数値

・1から順番に入力します。

・飛び番号がある場合はそれ以降のデータはインポートされません。

・重複データがある場合は後のデータで上書きします。

BK 原産地明細_商品名 文字列

BL 原産地明細_原産国 文字列(選択型) JAPAN

BM 原産地明細_数量 文字列

BN 原産地明細_単位 文字列

BO 原産地明細_インボイス行番号 数値

・1から順番に入力します。

・飛び番号がある場合はそれ以降のデータはインポートされません。

・重複データがある場合は後のデータで上書きします。
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コード定義書

●証明依頼書_記載産品の主な品目 ●証明依頼書_決済方法

コード 品目 コード 決済方法

001 一般機械 1 クレジットカード

002 電気機器

003 輸送用機器

004 精密機器

005 金属・金属製品

006 化学製品

007 紡績・繊維製品

008 食料品

009 雑貨

010 その他

仕向国のコードは裏面をご覧ください。
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●証明依頼書_仕向国

コード 仕向国 コード 仕向国

101 バングラデシュ 401 ベルギー

102 ブルネイ 402 デンマーク

103 カンボジア 403 フランス

104 中国 404 ドイツ

105 香港 405 ギリシャ

106 インド 406 オランダ

107 インドネシア 407 イタリア

108 韓国 408 ポルトガル

109 ラオス 409 ロシア

110 マレーシア 410 スイス

111 モンゴル 411 スペイン

112 ミャンマー 412 スウェーデン

113 パキスタン 413 英国

114 フィリピン 499 その他(欧州)

115 シンガポール 501 カナダ

116 スリランカ 502 米国

117 台湾 601 アルゼンチン

118 タイ 602 ボリビア

119 ベトナム 603 ブラジル

199 その他(アジア) 604 チリ

201 バーレーン 605 コロンビア

202 イラン 606 エクアドル

203 イラク 607 メキシコ

204 イスラエル 608 パナマ

205 ヨルダン 609 パラグアイ

206 クウェート 610 ペルー

207 レバノン 611 ベネズエラ

208 オマーン 699 その他(中南米)

209 カタール 701 オーストラリア

210 サウジアラビア 702 ニュージーランド

211 シリア 799 その他(大洋州)

212 トルコ

213 アラブ首長国連邦

299 その他（中近東）

301 アルジェリア

302 エジプト

303 南アフリカ

304 チュニジア

399 その他(アフリカ)
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