
 

代行業者が原産地証明書を 
オンラインで申請できるようになりました! 
 

代行業者とは… 

書類の作成などの申請事務を申請企業に代わって行う事業者が「代行業者」です。単にデリバリーのみを行うバ

イク便などについては代行業者登録は不要です。 

 

 

代行業者登録の流れ （※申請企業が貿易登録済みであることが前提です） 

①代行業者がシステムで代行業者としての「貿易登録申請」をします。 

※詳しくは、別紙 Aの「貿易関係証明 オンライン貿易登録について【代行業者】」をご参照 

ください。 
 

代行業者 

 
貿易登録申請 

（代行） 
 

商工会議所 

②申請企業の担当者（ユーザーIDの所有者）がシステムで「サブ ID」を 

作成し、代行業者にサブ IDとパスワードを通知します。 

※詳しくは、別紙 Bの「サブ IDの作成について（代行業者への付与用）」をご参照ください。 

 
申請企業 

 
サブ ID作成 

代行業者に通知 
 

代行業者 

③代行業者がシステムでサブ IDの有効化を行います。 

※詳しくは、別紙 Aの「貿易関係証明 オンライン貿易登録について【代行業者】」をご参照 

ください。 
 

代行業者 

 
サブ ID有効化  

商工会議所 

これで代行業者が原産地証明書の発給申請を代行できるようになります。 

代行業者はサブIDとパスワードを使用してシステムにログインし、発給申請手続きを行います。 

発給申請手続きの詳細は https://bit.ly/3I321Vt をご参照ください。 
 

 

ご注意 

・ 代行業者が申請した原産地証明書には、上記②の申請企業の担当者のサインが記載されます。 

・ 代行業者が申請した案件は、代行業者が手数料の決済や、原産地証明書の印刷を行うことができます。 

※申請企業が申請した案件の手数料決済や証明書の印刷を行うことはできません。 

・ 代行業者が申請した案件は、申請企業の担当者がその内容を閲覧したり、手数料を決済したり、原産地証明書の印

刷を行うことができます。 

・ インボイス証明、サイン証明は、現時点（2022年 2月 1日）では対応していません。 

 

★代行業者の貿易登録には、手数料はかかりません。 

★窓口発給での代行業者の申請についても従来どおり 

受付いたします。 

 

お問い合わせは… 

神戸商工会議所・貿易証明センター 

☎ 078-303-5807 

〒650-8543 

神戸市中央区港島中町 6-1 

https://bit.ly/3I321Vt
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貿易関係証明 オンライン貿易登録について【代行業者】 
神 戸 商 工 会 議 所 

貿易証明センター 

 

貿易登録の流れ 

    

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、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。 

代行を依頼された企業か

らサブIDとパスワードを 

付与してもらいます。 

 

 

①登録申請 

  

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。 

★事前に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）。 

 

④ID等の交付 

【企業】 

③登録審査 

【会議所】 

②書類提出 

【企業】 

①登録申請 

【企業】 

お読みください 

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。 

★登録種別欄は「代行業者」をお選びくだ

さい。※「申請者」「申請者かつ代行業者」は選ばな

いでください。 

★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。 

 

 

 

 

 

②書類提出 

  

入力が済みましたら、誓約書、業態内容届のボタンを

クリックして印刷します。 

※誓約書には押印が必要です。 

 

 
  

印刷した誓約書、業態内容届、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） 

 
誓約書 

 
業態内容届 

 
その他の必要書類 

 

 

  

押印 

【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） 
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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いるため、

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。 

 
  

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IDは、企業の登録情報（代表者名、住所など）の

変更時に使用します。発給申請はできません。 

★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。 
 

 

 

④入力担当者へのサブID等の交付 

  

代行を依頼された企業（申請企業）にサブIDとパスワードの

付与を依頼します。次の情報が必要です。 

・代行業者の貿易登録番号（貿易証明登録証に記載） 

・代行業者の電話番号 

・代行業者の担当者氏名 

・代行業者の担当者のメールアドレス 

申請企業がサブIDを作成すると、代行業者の担当者にメール

が送信されますので、案内に従ってシステムで「有効化」を

行います。 

※パスワードは申請企業にご確認ください。 

※申請企業がサブIDを作成する方法は「別紙B」をご参照ください。 

以上で手続きは完了です。 

原産地証明書の発給申請を行う場合は、商工会議所コード

「2801」、サブ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。 

発給申請の手順はhttps://bit.ly/3I321Vtをご参照ください。 

 

 

 

 

  

https://coo.jcci.or.jp/eCO/
https://bit.ly/3I321Vt


【別紙 A】 

4 / 4 

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 



【別紙 B】 

1 / 2 

サブ ID の作成について（代行業者への付与用） 
神 戸 商 工 会 議 所 

貿易証明センター 

 

代行業者に原産地証明書の発給申請を代行させる場合は、申請企業の申請者が「サブ ID」を

作成して代行業者に付与する必要があります。 

 

①サブIDの作成 

  

◆申請企業がユーザーID でシステムにログイン

し、メインメニューの「サブ ID 管理」ボタンをク

リックします。 

 

 

◆「サブ ID 登録」画面で、 

・代行業者の担当者氏名 

・パスワード（※申請企業の申請者が設定） 

・パスワード再入力 

・代行業者の担当者の E-mail 

・代行業者の担当者の電話番号 

を入力して「登録」ボタンをクリックします。 

 
↓ 

 

 

②代行業者へのサブIDの付与 

  

◆「サブID一覧」画面で、サブIDを付与する代行業者の担当者の「通知」ボタンをクリックします。 

 

 

※別のサブ ID を作成する場合は、メインメニューの「サブ ID 管理」ボタンをクリックすると、この「サブ ID 一

覧」画面が表示されますので、「追加」ボタンをクリックして新たなサブ ID を作成してください。 

 

 

【次ページに続きます】  
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◆「通知フォーム」画面で、 

・通知先の貿易登録番号：代行業者の貿易登録番号（※代行業者に確認してください） 

・通知先の電話番号 

・通知メールの送信先メールアドレス 

・通知メールの表題 

・通知メールの本文 

を入力して「確認」ボタンをクリックします。 

※①の手順で入力した項目はすでに入力されていますので変更不要です。 

 

 

③サブIDの有効化【代行業者が手続きします】 

  

◆②の手順が完了すると、代行業者にサブIDの有効化を促す通知メールが送信されますので、代行業者はメールの案

内にしたがって有効化を行います（詳しい手順は「別紙A」に記載しています）。 

◆サブIDが有効化されると、代行業者がサブIDでシステムにログインできるようになり、原産地証明書の発給申請が

可能になります。 

★有効化には①の手順で設定したパスワードが必要ですので、本システムとは別の方法で代行業者

にお伝えください。 

 

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 
 


