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包括許可取扱要領の一部を改正する通達 

 

改 正 案 現 行 

Ⅰ 一般包括許可 

１～４ （略） 

５ 一般包括許可の申請手続  

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び

一般包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手続等運

用通達に基づき申請を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

７ 一般包括許可の変更  

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可又は

Ⅰ 一般包括許可 

１～４ （略） 

５ 一般包括許可の申請手続  

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び

一般包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手続等運

用通達に基づき申請を行わなければならない。  

なお、２の（２）①の要件により申請を行う者については、

電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目

について（平成２２年２月１６日付け平成２２・０２・０４貿

局第２号・輸出注意事項２２第４号・輸入注意事項２２第５

号。以下「特定手続等申請項目通達」という。）により該当の

申請項目が規定されるまでの間は、申請時に統括責任者及び

該非確認責任者に関する登録書（様式 a）１通を申請窓口に郵

送又は提出すること。２の（２）②の要件により申請を行う者

については、チェックリスト受理票（申請前１３月の間に発

行されたものに限る。）の写しを特定手続等運用通達に定める

ところにより提出又は１通を申請窓口に郵送若しくは提出す

ること。 

６ （略） 

７ 一般包括許可の変更  

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可又は
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一般包括役務取引許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更

したときは、特定手続等運用通達の定めるところにより、新た

に許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければなら

ない。  

なお、２の（２）②の要件により申請を行った者が申請者名

又は住所を変更したときは、変更後のチェックリスト受理票の

写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出しなけ

ればならない。  

また、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の

変更の場合は、一般包括許可の変更を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８～１１ （略） 

 

一般包括役務取引許可を受けた者は、申請者名又は住所を変更

したときは、特定手続等運用通達の定めるところにより、新た

に許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければなら

ない。  

なお、２の（２）①の要件により申請を行った者の統括責任

者又は該非確認責任者が変更された場合は、一般包括許可の変

更の必要はないが、特定手続等申請項目通達により該当の申請

項目が規定されるまでの間は、統括・該非確認責任者変更届（様

式 aの２）を当該許可を受けた窓口へ速やかに提出しなければ

ならない。２の（２）②の要件により申請を行った者が申請者

名又は住所を変更したときは、変更後のチェックリスト受理票

の写しを特定手続等運用通達に定めるところにより提出又は

１通を当該許可を受けた窓口に郵送若しくは提出しなければ

ならない。  

また、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表示の

変更の場合は、一般包括許可の変更の必要はないが、代表者名

変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第６）を当該許可を

受けた窓口へ当該許可証の写しとともに速やかに提出しなけ

ればならない。代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当

たっては、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを

当該許可を受けた窓口にて提示することとし、提示された写し

は確認の後、申請者に返却される。 

８～１１ （略） 
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Ⅱ 特別一般包括許可 

１ 特別一般包括許可の種類 （略） 

２ 特別一般包括許可の申請者 

   特別一般包括許可の申請を行うことができる者は、次のい

ずれにも該当する者とする。ただし、関税法（昭和２９年法律

第６１号）第６７条の３第１項第１号に規定する特定輸出者

（以下「特定輸出者」という。）が特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可の申請を行う場合は、（３）に

該当することを要しない。  

（１） 特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行う

者 

（２）～（４） （略） 

注） （３）及び（４）の要件を満たす者から、分社化等

によりこれらを事実上承継している者による申請のと

きは、原則として、（３）及び（４）の要件を満たす者と

する。  

なお、特別一般包括許可申請明細書に実地の調査を受

けていること及び貨物の輸出等に係る輸出管理内部規程

に基づく内部審査体制を事実上承継している旨を記載す

ること。 

３・４ （略） 

５ 特別一般包括許可の申請手続き 

   特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可

又は特別一般包括役務取引許可を受けようとする者は、特定

Ⅱ 特別一般包括許可 

１ 特別一般包括許可の種類 （略） 

２ 特別一般包括許可の申請者 

   特別一般包括許可の申請を行うことができる者は、次のい

ずれにも該当する者とする。ただし、関税法（昭和２９年法律

第６１号）第６７条の３第１項第１号に規定する特定輸出者

（以下「特定輸出者」という。）が特別一般包括輸出・役務（使

用に係るプログラム）取引許可の申請を行う場合は、（２）に

該当することを要しない。  

（新設） 

 

 （１）～（３） （略） 

注） （２）、（３）の要件を満たす者から、分社化等によ

りこれらを事実上承継している者による申請のときは、

原則として、（２）、（３）の要件を満たす者とする。  

なお、特別一般包括許可申請明細書に実地の調査を受

けていること及び貨物の輸出等に係る輸出管理内部規程

に基づく内部審査体制を事実上承継している旨を記載す

ること。 

 

３・４ （略） 

５ 特別一般包括許可の申請手続き 

   特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可

又は特別一般包括役務取引許可を受けようとする者は、様式
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手続等運用通達に基づき、次の（イ）及び（ロ）の書類を添付

の上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

（イ） （略） 

（ロ） 特定輸出者承認書の写し（２の（３）の安全保障貿易

検査官室による実地の調査を受けていない者が特別一般

包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の申請

を行う場合に限る。）・・・１通  

６ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

第１に定める特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可申請書又は様式第２に定める特別一般包括役務

取引許可申請書２通を含む以下の書類を経済産業大臣に提出

しなければならない。  

（イ） 許可申請書・・・２通 

① 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可の場合 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可申請書（様式第１） 

② 特別一般包括役務取引許可の場合 

特別一般包括役務取引許可申請書（様式第２） 

（ロ） 特別一般包括許可申請明細書（様式第３）・・・ １通 

（ハ） （略）  

（ニ） 特定輸出者承認書の写し（２の（２）の安全保障貿易

検査官室による実地の調査を受けていない者が特別一般

包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可の申請

を行う場合に限る。）・・・１通  

６ （略） 

 ７ 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可

証の分割 

（１） 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請に

基づき特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可証の分割をすることができる。  

（２） 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取
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引許可証の分割手続 

（イ） 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可の申請と同時に分割を受けるとき  

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可の申請と同時に当該許可証の分割の申請を併せて

行うときは、５に定める書類に加え、分割を必要とする

通数の特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可申請書を申請窓口に提出しなければならない。  

（ロ） 既に発行された特別一般包括輸出・役務（使用に係

るプログラム）取引許可証の分割を受けるとき  

既に発行された特別一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可証の分割を受けようとするときは、

分割を必要とする通数に１を加えた通数の特別一般包括

輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書、

包括輸出許可証分割申請理由書（様式第４）及び既に発

行された特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可証の写し１通を申請窓口に提出しなければ

ならない。 

また、分割された特別一般包括輸出・役務（使用に係

るプログラム）取引許可証の発行を受けるときは、既に

発行された特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可証を申請窓口に提出しなければならない。

提出された当該許可証は、必要な追記が行われたのち、

申請者に返却される。 
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７ 特別一般包括許可の変更 

  （１） 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可又は特別一般包括役務取引許可を受けた者は、申

請者名又は住所を変更したときは、特定手続等運用通達

の定めるところにより、新たに許可の申請を行い、経済産

業大臣の許可を受けなければならない。  

 

 

（２） 申請者名又は住所を変更したときは、変更後のチェッ

クリスト受理票の写しを特定手続等運用通達に定めると

ころにより提出しなければならない。 

なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表

示の変更の場合は、特別一般包括許可の変更を要しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 特別一般包括許可の変更 

  （１） 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可又は特別一般包括役務取引許可を受けた者は、申

請者名又は住所を変更したときは、新たに許可の申請を

行い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。申請

者は、新たな特別一般包括許可を受けるときは、既に発行

された特別一般包括許可の許可証（以下「原許可証」とい

う。）を返還しなければならない。  

（２） 申請者名又は住所を変更したときは、許可申請書２通、

特別一般包括許可申請明細書１通、原許可証の写し１通、

変更後のチェックリスト受理票の写し１通及び分割を必

要とするときは必要とする通数の許可申請書を既に発行

された特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可又は特別一般包括役務取引許可を受けた申請窓

口に提出しなければならない。変更された特別一般包括許

可証を受けるときは、既に発行された特別一般包括許可証

及び分割された特別一般包括輸出・役務（使用に係るプロ

グラム）取引許可証を返還しなければならない。 

なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表

示の変更の場合は、特別一般包括許可の変更の必要はない

が、代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第

６）を当該許可を受けた窓口へ当該許可証の写しとともに

速やかに提出しなければならない。代表者名変更届又は住

居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写し又は
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８・９  （略） 

１０ 特別一般包括許可の更新 

  （１） ９にかかわらず、特別一般包括許可を受けた者は、当

該許可の更新の申請を行うことができる。この場合にお

いて、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められ

るときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算し

て３年を超えない範囲内において更新を行う。 

 

 

（２） 更新申請の時期  

特別一般包括許可の更新を行おうとする者は、更新し

ようとする特別一般包括許可の有効期限の３月前の日か

ら申請を行うことができる。ただし、特定手続等運用通達

に定めるところにより申請を行った者以外の者が、特定手

続等運用通達により更新する場合は、更新しようとする特

別一般包括許可の有効期限の３月前の日以前に申請を行

うことができるが、更新される許可の有効期限について

は、（１）の規定にかかわらず、当該更新を行う日から起算

して３年を超えない範囲内において経済産業大臣が定め

る日とする。 

 

 

履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示すること

とし、提示された写しは確認の後、申請者に返却される。  

９・１０ （略） 

１１ 特別一般包括許可の更新 

  （１） １０にかかわらず、特別一般包括許可を受けた者は、

当該許可の更新の申請を行うことができる。この場合に

おいて、経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認めら

れるときは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算

して３年を超えない範囲内において更新を行う。許可の

更新を受けた者は、原許可証を返還することを必要とし

ない。  

（２） 更新申請の時期  

特別一般包括許可の更新を行おうとする者は、更新し

ようとする特別一般包括許可の有効期限の３月前の日か

ら申請を行うことができる。ただし、様式第１を利用した

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許

可証又は様式第２を利用した特別一般包括役務取引許可

証を、特定手続等運用通達の別紙様式第１の特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可証又は別

紙様式第３の特別一般包括役務取引許可証に更新する場

合は、更新しようとする特別一般包括許可の有効期限の

３月前の日以前に申請を行うことができるが、更新され

る許可の有効期限については、（１）の規定にかかわらず、

当該更新を行う日から起算して３年を超えない範囲内に
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（３） 更新のための手続 

特別一般包括許可の更新を行う場合は、特定手続等運用

通達に基づき、次の（イ）及び（ロ）の書類を添付の上、

専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければ

ならない。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

（イ） チェックリスト受理票の写し（５の（イ）に同

じ。）・・・１通 

（ロ） （略） 

（削る） 

 

１１ 特別一般包括許可の取消及び失効 

（１） 特別一般包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に

違反したとき 

おいて経済産業大臣が定める日とし、許可の更新を受け

る者は、原許可証を返還することが必要である。 

（３） 更新のための手続 

特別一般包括許可の更新を行う場合は、次の（イ）～（ホ）

の書類を提出しなければならない。  

 

 

  （イ） 許可申請書・・・２通 

① 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可の場合 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可申請書（様式第１） 

② 特別一般包括役務取引許可の場合 

特別一般包括役務取引許可申請書（様式第２） 

（ロ） 特別一般包括許可申請明細書（様式第３。５の（ロ）

に同じ。）・・・１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（５の（ハ）に同じ。）・・・

１通 

（ニ） （略）  

（ホ） 分割を必要とするときは、必要とする通数の許可申

請書 

１２ 特別一般包括許可の取消及び失効 

（１） 特別一般包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に

違反したとき 
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経済産業大臣は、特別一般包括許可を受けた者法令若し

くは許可の条件に違反したとき、２若しくは３の要件を満

たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持の

観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消す

ことがある。 

 

また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な

平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるとき

は、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一

部の効力を失う旨の通知を行うことがある。 

（２）・（３） （略） 

 

Ⅲ 特定包括許可 

１ （略） 

２ 特定包括許可の申請者  

特定包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれ

にも該当する者とする。ただし、特定輸出者が特定包括輸出

許可の申請を行う場合は、（３）に該当することを要しない。  

（１） 特定手続等運用通達に定めるところにより申請を行

う者 

（２）～（５） （略） 

３・４ （略） 

５ 特定包括許可の申請手続  

（１） 特定包括輸出許可 

経済産業大臣は、特別一般包括許可を受けた者が法令若

しくは許可の条件に違反したとき、２若しくは３の要件を

満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持

の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り消

すことがある。許可を取り消された者は、直ちに原許可証

を返還しなければならない。  

また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な

平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるとき

は、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は一

部の効力を失う旨の通知を行うことがある。  

（２）・（３） （略） 

 

Ⅲ 特定包括許可 

１ （略） 

 ２ 特定包括許可の申請者  

特定包括許可の申請を行うことができる者は、次のいずれ

にも該当する者とする。ただし、特定輸出者が特定包括輸出

許可の申請を行う場合は、（２）に該当することを要しない。  

（新設） 

 

（１）～（４） （略） 

３・４ （略） 

５ 特定包括許可の申請手続  

（１） 特定包括輸出許可 
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特定包括輸出許可を受けようとする者は、特定手続等

運用通達に基づき、（４）の関係書類を添付の上、専用電

子計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

 （２） 特定包括役務取引許可 

特定包括役務取引許可を受けようとする者は、特定手

続等運用通達に基づき、（４）の関係書類を添付の上、専

用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければな

らない。 

 （３） （略） 

 （４） 申請に必要な書類 

特定包括許可を受けようとする者は、特定手続等運用

通達に基づき、次の（イ）から（ホ）までの書類を添付の

上、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

（注１） 特定手続等運用通達に定めるところにより申

請する場合であって、特定包括輸出許可を申請する

輸出に係る貨物の範囲が同一の場合は、同一の申請

により複数の仕向地、買主及び荷受人・需要者につい

て申請することができる。この場合、様式第４又は様

式第４の２を添付すること。 

（注２） 特定手続等運用通達に定めるところにより申

請する場合であって、特定包括役務取引許可を申請

する役務取引の内容が同一の場合は、同一の申請に

特定包括輸出許可を受けようとする者は、様式第７に

定める特定包括輸出許可申請書２通を含む（４）の関係書

類を添付の上、経済産業大臣に提出しなければならない。  

 

（２） 特定包括役務取引許可 

特定包括役務取引許可を受けようとする者は、様式第

８に定める特定包括役務取引許可申請書２通を含む（４）

の関係書類を添付の上、経済産業大臣に提出しなければ

ならない。  

（３） （略）  

（４） 申請に必要な書類 

特定包括許可を受けようとする者は、次の（イ）～（ト）

の書類を、申請窓口に提出しなければならない。  

（イ） 許可申請書・・・２通 

① 特定包括輸出許可の場合 

特定包括輸出許可申請書（様式第７） 

（注１） 仕向地及び特定包括輸出許可を申請す

る輸出に係る貨物の範囲が同一の場合には、

仕向地ごとを申請単位とすることをもって、

同一の申請書により複数の買主及び複数の荷

受人・需要者について申請することができる。

この場合、同様式の別紙１又は別紙２をのり

付けして添付すること。  

（注２） 特定手続等運用通達に定めるところに
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より複数の提供地、取引の相手方及び利用する者に

ついて申請することができる。この場合、様式第５又

は様式第５の２を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

（イ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ）に同

じ。）・・・１通 

（ロ）・（ハ） （略） 

より申請する場合であって、特定包括輸出許

可を申請する輸出に係る貨物の範囲が同一の

場合は、同一の申請により複数の仕向地、買主

及び荷受人・需要者について申請することが

できる。 

② 特定包括役務取引許可の場合 

特定包括役務取引許可申請書（様式第８） 

（注１） 提供地及び特定包括役務取引許可を申

請する役務取引の内容が同一の場合には、提

供地ごとを申請単位とすることをもって、同

一の申請書により複数の取引の相手方及び複

数の利用する者について申請することができ

る。この場合、同様式の別紙１又は別紙２をの

り付けして添付すること。  

（注２） 特定手続等運用通達に定めるところに

より申請する場合であって、特定包括役務取

引許可を申請する役務取引の内容が同一の場

合は、同一の申請により複数の提供地、取引の

相手方及び利用する者について申請すること

ができる。 

（ロ） 特定包括許可申請明細書（様式第９）・・・１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）に同

じ。）・・・１通 

（ニ）・（ホ） （略） 
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（ニ） 継続的な取引実績又は見込みを示す書類・・・１

通 

（注１） （５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合に

あっては、（ニ）の書類として、一のプラントに係

る取引の契約書（取引の内容を確認することができ

る書類をもって契約書に代えることができる。（例

えば：注文書等））を提出すること。  

また、原本の写し及び原本証明書を併せて提出

するものとする。  

 

 

 

（注２） （５）の①ｄ）又は②ｄ）に該当する場合に

あっては、（ニ）の書類として、許可を受けた許可

証の写しを提出すること。  

（ホ） （略） 

   ①・② （略） 

（注１）・（注２） （略） 

    （注１） （５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合で

あって、当該一のプラントに係る特定包括許可証を

保有する者が既に存在しており、（ニ）の書類で申

請者が当該プラントの取引に関与していることが

確認できる場合には、（ハ）の書類の提出を不要と

することができる。ただし、輸入者と需要者又は取

（ヘ） 継続的な取引実績又は見込みを示す書類・・・１

通 

（注１） （５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合に

あっては、（ヘ）の書類として、一のプラントに係

る取引の契約書（取引の内容を確認することができ

る書類をもって契約書に代えることができる。（例

えば：注文書等））を提出すること。 

また、原本を提出する場合は当該原本の写しを

併せて提出するものとし、原本を提出せずに写し

を提出する場合は原本証明書を併せて提出するも

のとする。なお、原本については、内容確認の後、

申請者に返却する。  

（注２） （５）の①ｄ）又は②ｄ）に該当する場合に

あっては、（ヘ）の書類として、許可を受けた許可

証の写しを提出すること。  

（ト） （略） 

     ①・② （略） 

（注１）・（注２） （略） 

    （注１） （５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合で

あって、当該一のプラントに係る特定包括許可証を

保有する者が既に存在しており、（ヘ）の書類で申

請者が当該プラントの取引に関与していることが

確認できる場合には、（ホ）の書類の提出を不要と

することができる。ただし、輸入者と需要者又は取
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引の相手方と利用する者が異なる場合はこの限り

ではない。  

また、（５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合

であって、（ホ）の書類に申請者名が、宛先の一つ

に含まれていること、かつ、誓約書の貨物等の欄の

記載内容に申請貨物が含まれている場合には、一

のプラントの取引に関与している申請者間で（ホ）

の書類を共有することができる。 

（注２） 必要に応じて、上記（イ）から（ホ）まで以

外の書類の提出を求めることがある。  

（５） （略） 

６ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引の相手方と利用する者が異なる場合はこの限り

ではない。  

また、（５）の①ｃ）又は②ｃ）に該当する場合

であって、（ト）の書類に申請者名が、宛先の一つ

に含まれていること、かつ、誓約書の貨物等の欄の

記載内容に申請貨物が含まれている場合には、一

のプラントの取引に関与している申請者間で（ト）

の書類を共有することができる。 

（注２） 必要に応じて、上記（イ）から（ト）以外の

書類の提出を求めることがある。  

（５） （略） 

６ （略） 

７ 特定包括輸出許可証の分割 

（１） 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請に

基づき特定包括輸出許可証の分割をすることができる。  

（２） 特定包括輸出許可証の分割手続 

（イ） 特定包括輸出許可申請と同時に分割を受けるとき 

特定包括輸出許可の申請と同時に当該許可証の分割

の申請を併せて行うときは、５（４）に定める書類に

加え、分割を必要とする通数の特定包括輸出許可申請

書を申請窓口に提出しなければならない。  

（ロ） 既に発行された特定包括輸出許可証の分割を受け 

るとき 

既に発行された特定包括輸出許可証の分割を受けよ
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７ 特定包括許可の変更  

（１） 特定包括許可を受けた者は、申請者、買主、荷受人、

需要者、取引の相手方若しくは利用する者の名称若しくは

住所に変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようと

するときは、特定手続等運用通達の定めるところにより、

新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなけ

ればならない。 

 

（２） 特定包括許可の変更手続 

申請者名、住所又は取引の内容の変更をしたときは、特

定手続等運用通達に基づき、変更に係る次の書類（ただ

し、当該変更に係るものに限る。）を添付の上、専用電子

計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

うとするときは、分割を必要とする通数に１を加えた

通数の特定包括輸出許可申請書、包括輸出許可証分割

申請理由書（様式第４）１通及び既に発行された特定

包括輸出許可証の写し１通を申請窓口に提出しなけれ

ばならない。  

また、分割された特定包括輸出許可証の発行を受け 

るときは、既に発行された特定包括輸出許可証を申請

窓口に提出しなければならない。提出された当該許可

証は、必要な追記が行われたのち、申請者に返却され

る。 

８ 特定包括許可の変更  

（１） 特定包括許可を受けた者は、申請者、買主、荷受人、

需要者、取引の相手方若しくは利用する者の名称若しくは

住所に変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようと

するときは、新たに許可の申請を行い、経済産業大臣の許

可を受けなければならない。 

申請者は、新たな特定包括許可を受けるときは、原許可

証を返還しなければならない。  

（２） 特定包括許可の変更手続 

申請者名、住所又は取引の内容の変更をしたときは、変

更に係る次の書類（ただし、当該変更に係るものに限る。）

を申請窓口に提出しなければならない。  

変更された特定包括許可証を受けるときは、既に発行

された特定包括許可証及び分割された特定包括輸出許可
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   （イ） 申請者、輸入者、需要者、取引の相手方又は利用す

る者の名称又は住所について変更が生じたとき。  

ただし、②及び③については、対象となる輸入者、取

引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。

また、⑤については、申請者に係る変更が生じたときに

限る。  

（削る） 

① 特定包括許可の変更に係る申請理由書（様式第

６）・・・１通 

② 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書（５（４）

（ハ）に同じ。）・・・１通 

③・④ （略） 

（削る） 

 

⑤ 変更後のチェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ） 

に同じ。）・・・１通 

   （ロ） 輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を追

加しようとするとき。 

ただし、②から④については、対象となる輸入者、取

引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。  

（削る） 

① （略） 

② 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書 

証を返還しなければならない。  

（イ） 申請者、輸入者、需要者、取引の相手方又は利用す

る者の名称又は住所について変更が生じたとき。  

ただし、③及び④については、対象となる輸入者、取

引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。

また、⑦については、申請者に係る変更が生じたときに

限る。  

① 許可申請書・・・２通 

② 特定包括許可の変更に係る申請理由書（様式第１

０）・・・１通 

③ 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書 

（５（４）（ホ）に同じ。）・・・１通 

④・⑤ （略） 

⑥ 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包

括輸出許可申請書 

⑦ 変更後のチェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）

に同じ。）・・・１通 

（ロ） 輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を追

加しようとするとき。 

ただし、③から⑤については、対象となる輸入者、取

引の相手方、需要者又は利用する者に係るものに限る。  

① 許可申請書・・・２通 

② （略） 

③ 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書 
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（５（４）（ハ）に同じ。）・・・１通 

③ （略） 

④ ５（４）（ホ）の誓約書 

⑤ （略） 

    （削る） 

 

（ハ） 許可を受けた輸入者、需要者、取引の相手方又は利

用する者を削除しようとするとき。 

   （削る） 

①・② （略） 

    （削る） 

 

（ニ） 許可を受けた輸出に係る貨物又は役務取引の内容に

ついて変更しようとするとき。 

    （削る） 

① （略） 

② （略） 

    （削る） 

 

（ホ） ５（５）の① d）又は５（５）の② d）に該当する

場合であって、許可を受けた輸出に係る貨物の内容を追

加しようとするとき。 

（削る） 

①・② （略） 

（５（４）（ホ）に同じ。）・・・１通 

④ （略） 

⑤ ５（４）（ト）の誓約書 

⑥ （略） 

⑦ 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包

括輸出許可申請書 

（ハ） 許可を受けた輸入者、需要者、取引の相手方又は利

用する者を削除しようとするとき。 

① 許可申請書・・・２通 

②・③ （略） 

④ 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包

括輸出許可申請書 

（ニ） 許可を受けた輸出に係る貨物又は役務取引の内容に

ついて変更しようとするとき。 

① 許可申請書・・・２通 

② （略） 

③ （略） 

④ 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包

括輸出許可申請書 

（ホ） ５（５）の① d）又は５（５）の② d）に該当する場

合であって、許可を受けた輸出に係る貨物の内容を追加し

ようとするとき。  

① 許可申請書・・・２通 

②・③ （略） 
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③ ５（４）（ホ）の誓約書 

④ （略） 

    （削る） 

 

（注） 必要に応じて、上記（イ）から（ホ）以外の書類の提

出を求めることがある。  

なお、法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居

表示の変更の場合は、特定包括許可の変更を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 ９ （略） 

 １０ 特定包括許可の更新  

（１） ９にかかわらず、特定包括許可を受けた者は、当該許

可の更新の申請を行うことができる。この場合において、

経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められるとき

は、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して３年を

超えない範囲内において更新を行う。  

 

 

（２） 更新申請の時期 

④ ５（４）（ト）の誓約書 

⑤ （略） 

⑥ 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包

括輸出許可申請書 

（注） 必要に応じて、上記（イ）から（ホ）以外の書類の提

出を求めることがある。  

なお、法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居

表示の変更の場合は、特定包括許可の変更の必要はない

が、代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第

６）を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。  

代表者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たって

は、登記簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申

請窓口にて提示することとし、提示された写しは確認の

後、申請者に返却される。  

９ （略） 

１０ 特定包括許可の更新  

（１） ９にかかわらず、特定包括許可を受けた者は、当該許

可の更新の申請を行うことができる。この場合において、

経済産業大臣は、当該申請の内容が適当と認められると

きは、当該許可の有効期限の末日の翌日から起算して３

年を超えない範囲内において更新を行う。  

許可の更新を受けた者は、原許可証を返還することを

必要としない。  

（２） 更新申請の時期 
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特定包括許可の更新を行おうとする者は、更新しようと

する特定包括許可の有効期限の３月前の日から申請を行

うことができる。ただし、特定手続等運用通達に定めると

ころにより申請を行った者以外の者が、特定手続等運用通

達により更新する場合は、更新しようとする特定包括許可

の有効期限の３月前の日以前に申請を行うことができる

が、更新される許可の有効期限については、（１）の規定に

かかわらず、当該更新を行う日から起算して３年を超えな

い範囲内において経済産業大臣が定める日とする。 

 

 

 

 

 

（３） 更新のための手続 

  特定包括許可の更新を行う場合は、特定手続等運用通達

に基づき、次の（イ）から（ホ）までの書類を添付の上、

専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければ

ならない。 

（削る） 

 

 

 

 

特定包括許可の更新を行おうとする者は、更新しよう

とする特定包括許可の有効期限の３月前の日から申請を

行うことができる。ただし、様式第７を利用した特定包

括輸出許可証又は様式第８を利用した特定包括役務取引

許可証を、特定手続等運用通達の別紙様式第５の特定包

括輸出許可証、別紙様式第５の２の特定包括輸出・役務

取引許可証又は別紙様式第６の特定包括役務取引許可証

に更新する場合は、更新しようとする特定包括許可の有

効期限の３月前の日以前に申請を行うことができるが、

更新される許可の有効期限については、（１）の規定にか

かわらず、当該更新を行う日から起算して３年を超えな

い範囲内において経済産業大臣が定める日とし、許可の

更新を受ける者は、原許可証を返還することが必要であ

る。  

（３） 更新のための手続 

特定包括許可の更新を行う場合は、次の(イ)～（リ）の

書類を提出しなければならない。  

 

 

（イ）  許可申請書・・・２通 

① 特定包括輸出許可の場合 

特定包括輸出許可申請書 

② 特定包括役務取引許可の場合 

特定包括役務取引許可申請書 
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（削る） 

（イ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ）に同

じ。）・・・１通 

（削る） 

（ロ） 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書（５（４）

（ハ）に同じ。）・・・１通 

（ハ） （略） 

（ニ） ５（４）（ホ）の誓約書 

（ホ） （略） 

   （削る） 

 

（注） 必要に応じて、上記（イ）から（ホ）まで以外の

書類の提出を求めることがある。  

１１ 特定包括許可の取消及び失効  

（１） 特定包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反

したとき 

経済産業大臣は、特定包括許可を受けた者が法令若し

くは許可の条件に違反したとき、２若しくは３の要件を

満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持

の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り

消すことがある。 

 

   また、許可の条件で規定されている場合の他、  国際

的な平和及び安全の維持の観点から必要があると認める

（ロ） 特定包括許可申請明細書・・・１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）に同

じ。）・・・１通 

（ニ） 削除 

（ホ）  輸入者又は取引の相手方の概要の説明書（５（４）

（ホ）に同じ。）・・・１通 

（ヘ） （略） 

（ト） ５（４）（ト）の誓約書 

（チ） （略） 

（リ） 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定

包括輸出許可申請書 

（注） 必要に応じて、上記（イ）から（リ）以外の書類

の提出を求めることがある。  

１１ 特定包括許可の取消及び失効  

（１） 特定包括許可を受けた者が法令又は許可の条件に違反

したとき 

経済産業大臣は、特定包括許可を受けた者が法令若し

くは許可の条件に違反したとき、２若しくは３の要件を

満たさなくなったとき又は国際的な平和及び安全の維持

の観点から必要があると認めるときは、当該許可を取り

消すことがある。許可を取り消された者は、直ちに原許可

証を返還しなければならない。  

また、許可の条件で規定されている場合の他、国際的な

平和及び安全の維持の観点から必要があると認めるとき
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ときは、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部

又は一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。  

（２） （略）  

 

Ⅳ 特別返品等包括許可  

１～４ （略） 

５ 特別返品等包括許可の申請手続  

（１） 特別返品等包括輸出・役務取引許可 

特別返品等包括輸出・役務取引許可を受けようとする者

は、様式第７に定める特別返品等包括輸出・役務取引許可

申請書２通を含む、（３）の関係書類を経済産業大臣に提出

しなければならない。 

（２） （略） 

（３） 申請に必要な書類 

特別返品等包括許可を受けようとする者は、次の（イ）

～（チ）の書類を申請窓口に提出しなければならない。  

（イ） 許可申請書・・・２通 

特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書（様式第

７） 

（ロ）  特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書

（様式第８）・・・１通 

（ハ）  チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ）に同

じ。）・・・ １通 

（削る） 

は、経済産業大臣が定める期日から当該許可の全部又は

一部の効力を失う旨の通知を行うことがある。  

（２） （略） 

 

Ⅳ 特別返品等包括許可  

１～４ （略） 

５ 特別返品等包括許可の申請手続  

（１） 特別返品等包括輸出・役務取引許可 

特別返品等包括輸出・役務取引許可を受けようとする者

は、様式第１１に定める特別返品等包括輸出・役務取引許

可申請書２通を含む、（３）の関係書類を経済産業大臣に提

出しなければならない。  

（２） （略） 

（３） 申請に必要な書類 

特別返品等包括許可を受けようとする者は、次の（イ）

～（リ）の書類を申請窓口に提出しなければならない。  

（イ） 許可申請書・・・２通 

特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書（様式第

１１） 

（ロ） 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請理由書

（様式第１２）・・・１通 

（ハ）  チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）に同

じ。）・・・ １通 

（ニ）  削除 
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（ニ）～（チ） （略） 

（４） （略） 

６ （略） 

７ 特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割  

（１） （略） 

（２）特別返品等包括許可証の分割手続 

（イ） （略） 

（ロ） 既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可

証の分割を受けるとき  

既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証

の分割を受けようとするときは、分割を必要とする通数

に１を加えた通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可

申請書、包括輸出許可証分割申請理由書（様式第１）１

通及び既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許

可証の写し１通を申請窓口に提出しなければならない。  

また、分割された特別返品等包括輸出・役務取引許可

証の発行を受けるときは、既に発行された特別返品等包

括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなければな

らない。提出された当該許可証は、必要な追記が行われ

たのち、申請者に返却される。  

８ 特別返品等包括許可の変更  

（１） （略） 

（２） （１）の変更をしたときは、特別返品等包括輸出・役

務取引許可申請書２通、特別返品等包括輸出・役務取引許

（ホ）～（リ） （略） 

（４） （略） 

６ （略） 

７ 特別返品等包括輸出・役務取引許可証の分割  

（１） （略） 

（２）特別返品等包括許可証の分割手続 

（イ） （略） 

（ロ） 既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可

証の分割を受けるとき  

既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許可証

の分割を受けようとするときは、分割を必要とする通数

に１を加えた通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可

申請書、包括輸出許可証分割申請理由書（様式第４）１

通及び既に発行された特別返品等包括輸出・役務取引許

可証の写し１通を申請窓口に提出しなければならない。  

また、分割された特別返品等包括輸出・役務取引許可

証の発を受けるときは、既に発行された特別返品等包括

輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなければなら

ない。提出された当該許可証は、必要な追記が行われた

のち、申請者に返却される。  

８ 特別返品等包括許可の変更  

（１） （略） 

（２） （１）の変更をしたときは、特別返品等包括輸出・役

務取引許可申請書２通、特別返品等包括輸出・役務取引許
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可申請理由書１通、原許可証の写し１通、変更後のチェッ

クリスト受理票の写し１通及び分割を必要とするときは

必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請

書を申請窓口に提出しなければならない。 

   なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表

示の変更の場合又は特別返品等包括許可に関する管理責

任者が変更された場合は、特別返品等包括許可の変更の必

要はないが、代表者名変更届（様式第２）、住居表示変更

届（様式第３）又は管理責任者変更届（様式第９）を申請

窓口へ速やかに提出しなければならない。代表者名変更届

又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写

し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示す

ることとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却さ

れる。管理責任者変更届が提出された時には、新たな特別

返品等包括許可に関する管理責任者が、特別返品等包括許

可に関する十分な知識をもった者であることの確認を行

う。 

９ （略） 

１０ 特別返品等包括許可の更新  

（１）・（２） （略） 

（３） 更新のための手続 

特別返品等包括許可の更新を行う場合は、次の（イ）～

（ヘ）の書類を提出しなければならない。 

（イ）・（ロ） （略） 

可申請理由書１通、原許可証の写し１通、変更後のチェッ

クリスト受理票の写し１通及び分割を必要とするときは

必要とする通数の特別返品等包括輸出・役務取引許可申請

書を申請窓口に提出しなければならない。  

なお、法人の代表者名が変更された場合、単なる住居表

示の変更の場合又は特別返品等包括許可に関する管理責

任者が変更された場合は、特別返品等包括許可の変更の必

要はないが、代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届

（様式第６）又は管理責任者変更届（様式第１３）を申請

窓口へ速やかに提出しなければならない。代表者名変更届

又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記簿謄本の写

し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口にて提示す

ることとし、提示された写しは確認の後、申請者に返却さ

れる。管理責任者変更届が提出された時には、新たな特別

返品等包括許可に関する管理責任者が、特別返品等包括許

可に関する十分な知識をもった者であることの確認を行

う。  

９ （略） 

１０ 特別返品等包括許可の更新  

（１）・（２） （略） 

（３） 更新のための手続 

特別返品等包括許可の更新を行う場合は、次の（イ）～

（ヘ）の書類を提出しなければならない。 

（イ）・（ロ） （略） 
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（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ）に同

じ。）・・・ １通 

（ニ） ５（３）（ホ）～（チ）の書類・・・各１ 通 

（ホ）・（ヘ） （略） 

１１ （略） 

 

Ⅴ 特定子会社包括許可  

１～５ （略） 

６ 特定子会社包括許可の申請手続  

（１） 特定子会社包括許可を受けようとする者は、様式第１

０に定める特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書２通

を含む（３）の関係書類を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。  

（２） （略） 

（３） 申請に必要な書類  

特定子会社包括許可を受けようとする者は、次の（イ）

～（ト）の書類を申請窓口に提出しなければならない。  

（イ） 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書（様式第

１０）・・・２通 

（注１）・（注２） （略） 

（ロ） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・

１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（イ）に同

じ。） ・・・１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）に同

じ。）・・・ １通 

（ニ） ５（３）（ヘ）～（リ）の書類・・・各１通 

（ホ）・（ヘ） （略） 

１１ （略） 

 

Ⅴ 特定子会社包括許可  

１～５ （略） 

６ 特定子会社包括許可の申請手続  

（１） 特定子会社包括許可を受けようとする者は、様式第１

４に定める特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書２通

を含む（３）の関係書類を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。  

（２） （略） 

（３） 申請に必要な書類  

特定子会社包括許可を受けようとする者は、次の（イ）

～（ト）の書類を申請窓口に提出しなければならない。  

（イ） 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書（様式第

１４）・・・２通 

（注１）・（注２） （略） 

（ロ） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・

１通 

（ハ） チェックリスト受理票の写し（Ⅱの５（ハ）に同

じ。） ・・・１通 
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（ニ） 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底す

るための管理体制を示す書類（様式第１２）・・・１通 

（ホ） （略） 

（ヘ） 特定子会社の誓約書 

① 特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する

者となる場合 

提出書類通達様式２の誓約書・・・原本及び写し１

通  

注１） 誓約書の記載については、提出書類通達別記

１（カ）及び別記２に従い記載すること。その他の

注意事項は以下のとおり。  

（略） 

・追加的な誓約事項等（同様式２第３節（f））の欄に、

「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包

括許可申請明細書（様式第１１）に記載されている

特定子会社及び最終需要者等への再輸出について

は、事前同意の対象から除外する」旨記載すること

ができる。  

注２） （略） 

② 特定子会社が輸入者又は取引の相手方となる場合

（当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用

する者でない場合） 

提出書類通達様式３の誓約書・・・原本及び写し１通  

注１） 誓約書の記載については、提出書類通達別記１

（ニ） 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底す

るための管理体制を示す書類（様式第１６）・・・１通 

（ホ） （略） 

（ヘ） 特定子会社の誓約書 

① 特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する

者となる場合 

提出書類通達様式２の誓約書・・・原本及び写し１

通  

注１） 誓約書の記載については、提出書類通達別記

１（カ）及び別記２に従い記載すること。その他の

注意事項は以下のとおり。  

（略） 

・追加的な誓約事項等（同様式２第３節（f））の欄に、

「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包

括許可申請明細書（様式第１５）に記載されている

特定子会社及び最終需要者等への再輸出について

は、事前同意の対象から除外する」旨記載すること

ができる。  

注２） （略） 

② 特定子会社が輸入者又は取引の相手方となる場合

（当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用

する者でない場合） 

   提出書類通達様式３の誓約書・・・原本及び写し１通 

注１） 誓約書の記載については、提出書類通達別記１
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（カ）及び別記２に従い記載すること。その他の注

意事項は以下のとおり。  

（略） 

・追加的な誓約事項等（同様式３第３節(g)）の欄に、

「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包

括許可申請明細書（様式第１１）に記載されている

特定子会社及び最終需要者等への再販売・再輸出

については、事前同意の対象から除外する」旨記載

することができる。 

注２）・注３） （略） 

（ト） （略） 

注１）・注２） （略） 

７ （略） 

８ 特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割  

（１） （略） 

（２） 特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割手続 

（イ） （略） 

（ロ） 既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許

可証の分割を受けるとき 

既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可

証の分割を受けようとするときは、分割を必要とする

通数に１を加えた通数の特定子会社包括輸出・役務取

引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書（様式

第１）１通及び既に発行された特定子会社包括輸出・

（カ）及び別記２に従い記載すること。その他の注

意事項は以下のとおり。  

（略） 

・追加的な誓約事項等（同様式３第３節(g)）の欄に、

「許可を受けている特定子会社及び特定子会社包

括許可申請明細書（様式第１５）に記載されている

特定子会社及び最終需要者等への再販売・再輸出

については、事前同意の対象から除外する」旨記載

することができる。 

注２）・注３） （略） 

（ト） （略） 

注１）・注２） （略） 

７ （略） 

８ 特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割  

（１） （略） 

（２） 特定子会社包括輸出・役務取引許可証の分割手続 

（イ） （略） 

（ロ） 既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許

可証の分割を受けるとき 

既に発行された特定子会社包括輸出・役務取引許可

証の分割を受けようとするときは、分割を必要とする

通数に１を加えた通数の特定子会社包括輸出・役務取

引許可申請書、包括輸出許可証分割申請理由書（様式

第４）１通及び既に発行された特定子会社包括輸出・
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役務取引許可証の写し１通を申請窓口に提出しなけれ

ばならない。  

また、分割された特定子会社包括輸出・役務取引許

可証の発行を受けるときは、既に発行された特定子会

社包括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなけ

ればならない。提出された当該許可証は、必要な追記

が行われたのち、申請者に返却される。  

９ 特定子会社包括許可の変更  

（１） （略） 

（２） （１）の変更をしようとするときは、特定子会社包括

許可を受けた者は、変更に係る次の書類を申請窓口に提出

しなければならない。  

（イ） 申請者、特定子会社又は最終需要者等の名称又は

住所について変更が生じたとき。ただし、③から⑥ま

での書類については、対象となる特定子会社又は最終

需要者等に係るものに限る。また、⑥については申請

者に係る変更が生じたときに限る。  

① （略） 

② 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・ 

１通 

③～⑥ （略） 

（ロ） 特定子会社を追加しようとするとき。 

① （略） 

② 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・ 

役務取引許可証の写し１通を申請窓口に提出しなけ

ればならない。  

また、分割された特定子会社包括輸出・役務取引許

可証の発行を受けるときは、既に発行された特定子会

社包括輸出・役務取引許可証を申請窓口に提出しなけ

ればならない。提出された当該許可証は、必要な追記

が行われたのち、申請者に返却される。  

９ 特定子会社包括許可の変更  

（１） （略） 

（２） （１）の変更をしようとするときは、特定子会社包括

許可を受けた者は、変更に係る次の書類を申請窓口に提出

しなければならない。  

（イ） 申請者、特定子会社又は最終需要者等の名称又は

住所について変更が生じたとき。ただし、③から⑥ま

での書類については、対象となる特定子会社又は最終

需要者等に係るものに限る。また、⑥については申請

者に係る変更が生じたときに限る。  

① （略） 

② 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・ 

１通 

③～⑥ （略） 

（ロ） 特定子会社を追加しようとするとき。 

① （略） 

② 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・ 



27 
 

１通 

③ 特定子会社から提出された遵守事項を徹底する 

ための管理体制を示す書類（様式第１２）・・・１通  

④～⑦ （略） 

（ハ） 最終需要者等を追加しようとするとき。 

①・② （略） 

③ 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・ 

１通 

④・⑤ （略） 

（ニ） 許可を受けた特定子会社又は最終需要者等を削除

しようとするとき。 

①・② （略） 

③ 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・ 

１通 

④ （略） 

（注） 法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示

の変更の場合は、特定子会社包括許可の変更の必要はない

が、代表者名変更届（様式第２）、住居表示変更届（様式第

３）を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。代表

者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記

簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口

にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請

者に返却される。  

１０ （略） 

１通 

③ 特定子会社から提出された遵守事項を徹底する

ための管理体制を示す書類（様式第１６）・・・１通  

④～⑦ （略） 

（ハ） 最終需要者等を追加しようとするとき。 

①・② （略） 

③ 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・ 

１通 

④・⑤ （略） 

（ニ） 許可を受けた特定子会社又は最終需要者等を削除

しようとするとき。 

①・② （略） 

③ 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・ 

１通 

④ （略） 

（注） 法人の代表者名が変更された場合又は単なる住居表示

の変更の場合は、特定子会社包括許可の変更の必要はない

が、代表者名変更届（様式第５）、住居表示変更届（様式第

６）を申請窓口へ速やかに提出しなければならない。代表

者名変更届又は住居表示変更届の提出に当たっては、登記

簿謄本の写し又は履歴事項全部証明書の写しを申請窓口

にて提示することとし、提示された写しは確認の後、申請

者に返却される。  

１０ （略） 
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１１ 特定子会社包括許可の更新  

（１）・（２） （略） 

（３） 更新のための手続 

特定子会社包括許可の更新を行う場合は、次（イ）～

（ヌ）の書類を提出しなければならない。  

（イ） （略） 

（ロ） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１）・・・ 

１通 

（ハ）・（ニ） （略） 

（ホ） 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底す

るための管理体制を示す書類（様式第１２）・・・１通 

 

（ヘ）～（ヌ） （略） 

１２ ・ １３  （略） 

 

Ⅵ （略） 

 

Ⅶ 申請書類の記載方法等  

１ 申請関係書類等の記載要領  

  （削る） 

 

 

 

 

１１ 特定子会社包括許可の更新  

（１）・（２） （略） 

（３） 更新のための手続 

特定子会社包括許可の更新を行う場合は、次の（イ）～

（ヌ）の書類を提出しなければならない。  

（イ） （略） 

（ロ） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５）・・・

１通 

（ハ）・（ニ） （略） 

（ホ） 特定子会社から提出された誓約事項の遵守を徹底

するための管理体制を示す書類（様式第１６）・・・１

通 

（ヘ）～（ヌ） （略） 

１２ ・ １３  （略） 

 

Ⅵ （略） 

 

Ⅶ 申請書類の記載方法等  

１ 申請関係書類等の記載要領  

（１） 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可申請書及び特別一般包括役務取引許可申請書（様式

第１、様式第２） 

① 「申請者記名押印又は署名」の欄 

申請者が法人であるときは、記名押印又は署名の欄に



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は組織の代表者（代表権を委任された者を含む。）の記

載も必要です。なお、申請者が当該法人の代表権者でな

い場合には、提出書類通達様式８を提出することが必要

となる。  

②  「住所」の欄 

申請者が法人であるときは、登記簿上の本店の住所を

記載してください。  

注） 他の包括許可申請においても同様としてくださ

い。  

（２） 特別一般包括許可申請明細書（様式第３） 

① 「事業内容」の欄 

申請者の主要な事業の内容について、簡潔に記載し

てください。 

② 「輸出管理内部規程受理票発行年月日」及び「受理番

号」の欄 

輸出管理内部規程を届け出て、安全保障貿易検査官 

室から発行された輸出管理内部規程受理票（複数の輸

出管理内部規程受理票を発行されている場合は、最新

のもの。）に記載されている発行日及び受理番号を記載

してください。  

③ 「申請理由」の欄 

新規の場合にあっては、申請理由を簡潔に記載して 

ください。 

変更の場合にあっては、変更事項、変更理由並びに
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（１） 包括輸出許可証分割申請理由書（様式第１） 

① 【特別返品等包括輸出・役務取引許可証／特定子会社

包括輸出・役務取引許可証】の欄 

 

変更を要する原許可証の番号、有効期限及び発行通数

を記載してください。  

更新の場合にあっては、更新理由並びに更新する原 

許可証の番号、有効期限及び発行通数を記載してくだ

さい。  

④ 「分割を必要とする理由及び必要通数」の欄 

「通関場所が複数（○○税関、△△税関・・）にわた

るため、○通（分割○通）必要です。」等簡潔に記載し

てください。 

⑤ 「提出書類確認表」の欄 

申請に際し、特別一般包括許可申請明細書以外の提 

出書類の名称及び通数をすべて記載してください。 

また、１については、「輸出・役務（使用に係るプロ  

グラム）取引」と「役務取引」のうち、該当しない方を

取消線で消してください。  

⑥ 欄外 

原許可証を発行した窓口と異なる窓口に対して更新

の申請を行うとき（Ⅱの１１（３）（ニ））は、特別一般

包括許可申請明細書１ページ目下部欄外に「原許可証発

行窓口と異なる窓口に申請」と付記してください。  

（３） 包括輸出許可証分割申請理由書（様式第４） 

① 【特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可証／特定包括輸出許可証／特別返品等包括輸

出・役務取引許可証／特定子会社包括輸出・役務取引許
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      該当する許可証が判別できるよう不要部分を取消線

で消してください。  

② （略）  

（削る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可証】の欄 

   該当する許可証が判別できるよう不要部分を取消線

で消してください。  

② （略） 

  （４） 特定包括輸出許可申請書及び特定包括役務取引許

可申請書（様式第７、様式第８） 

① 「申請者記名押印又は署名」の欄 

申請者が法人であるときは、記名押印又は署名の欄

には組織の代表者（代表権を委任された者を含む。）の

記載も必要です。なお、申請者が当該法人の代表権者

でない場合には、提出書類通達様式８を提出すること

が必要となる。 

② 「取引の内容」の「買主」又は「取引の相手方」の

欄 

契約書に記載されている買主又は取引の相手方の名

称・住所を記載してください。  

なお、買主と支払人がそれぞれ異なる場合は、同欄

に当該支払人を併記してください。  

同一の特定包括輸出許可申請書により複数の買主に

ついて申請する場合又は同一の特定包括役務取引許可

申請書により複数の取引の相手方について申請する場

合には申請書別紙２を用い、申請書にのり付けにより

添付してください。  

③ 「取引の内容」の「荷受人」の欄 
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契約書に記載されている荷受人の名称・住所を記載

してください。 

ただし、これらを契約書で確認できない場合は、実

際の荷受けを行う者の名称・住所を記載してください。  

なお、買主と同一である場合には、「買主と同じ」と

記載してください。住所欄も同様に記載してください。  

荷受人が複数の場合は、申請書別紙１の「荷受人又

は需要者が複数の場合」の欄に併記してください。  

④ 「取引の内容」の「需要者」又は「利用する者」の

欄 

ⅰ) 「需要者」の場合 

貨物を費消し、又は加工する者であって、契約書

に記載されている名称・住所を記載してください。

ただし、これらを契約書で確認できない場合は、実

際の貨物の使用者であって貨物の管理責任を負え

るものの名称・住所（通常は本社）を記載してくだ

さい。 

需要者が複数の場合は、申請書別紙１の「荷受人

又は需要者が複数の場合」の欄に併記してくださ

い。  

なお、輸出時点から全く形状、性質が変更された

ものを費消し、又は加工する者は、ここでいう需要

者には該当しません。  

ii) 「利用する者」の場合 
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（削る） 

 

契約の相手方から技術を利用する者に技術が提

供される場合には、提供される技術を利用する者

の氏名又は名称を記載してください。  

利用する者が複数の場合は、申請書別紙１の「利

用する者が複数の場合」の欄に併記してください。  

⑤ 「取引の内容」の「仕向地」の欄 

需要者のある国を記載してください。 

⑥ 「取引の内容」の「特定包括輸出許可申請に係る貨

物の範囲」又は「特定包括役務取引許可申請に係る役

務取引の内容」の欄 

輸出に係る貨物にあっては、特定包括輸出許可を受

けようとする貨物の該当する輸出令別表第１の項の

番号及び中欄の括弧の番号並びに輸出貿易管理令別

表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は

技術を定める省令（以下「貨物等省令」という。）の該

当規定をすべて記載してください。 

役務取引にあっては、特定包括役務取引許可を受け

ようとする技術の該当する外為令別表の項の番号及

び中欄の括弧の番号並びに貨物等省令の該当規定を

すべて記載する。なお、複数の貨物又は技術について、

輸出又は取引を予定している場合には、全ての貨物又

は技術について記載してください。  

（５） 特定包括許可申請明細書（様式第９） 

① 「事業内容」の欄 
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申請者の主要な事業内容について簡潔に記載してく 

ださい。 

② 「主要取扱品目」の欄  

申請者が製造・販売する主要な製品又は商品の総称 

を記載してください。  

③ 「資本金」の欄 

資本金（申請者が法人であるときは払込資本の額）

を記載してください。 

④ 「輸出管理部門」の欄 

申請者の組織内における輸出審査を統括する全社 

的管理部門の名称を記載してください。 

なお、委員会組織により輸出管理を行っている場 

合は、委員会名にあわせて委員会の事務局の部署名に

ついても記載してください。  

⑤ 「輸出管理内部規程受理票発行年月日」及び「受理番

号」の欄 

輸出管理内部規程を届け出て、安全保障貿易検査  

官室から発行された輸出管理内部規程受理票（複数の

輸出管理内部規程受理票を発行されている場合は、最

新のもの。）に記載されている発行日及び受理番号を記

載してください。 

⑥ 「提出書類確認表」の欄 

申請に際し、特定包括許可申請明細書以外の提出書 

類の名称及び通数をすべて記載してください。 
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（２） （略） 

（３） 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書（様式第１

０） 

①・② （略） 

（４） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１１） 

①～⑥ （略） 

（５） （略） 

（６） 一般包括許可、特別一般包括許可、特定包括許可及び

特定子会社包括許可に係る届出書（様式第１３）  

①～⑧ （略） 

（７） 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書（様式第７）

「申請者記名押印又は署名」の欄 （略） 

２ 実績の報告  

（１） 一般包括許可、特別一般包括許可（様式第１５、様式

第１６） （略） 

（２） 特定包括許可（様式第１７） （略） 

（３） 特別返品等包括許可（様式第１８） （略） 

（４） 特定子会社包括許可（様式第１９） （略） 

３ （略） 

 

Ⅷ （略） 

 

また、１については、「輸出」と「役務取引」のうち、

該当しない方を取消線で消してください。 

（６） （略） 

（７） 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請書（様式第１

４） 

①・② （略） 

（８） 特定子会社包括許可申請明細書（様式第１５） 

①～⑥ （略） 

（９） （略） 

（１０） 一般包括許可、特別一般包括許可、特定包括許可及

び特定子会社包括許可に係る届出書（様式第１８）  

①～⑧ （略） 

（１１） 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請書（様式第

１１）「申請者記名押印又は署名」の欄  

２ 実績の報告  

（１） 一般包括許可、特別一般包括許可（様式第２０、様式

第２１） （略） 

（２） 特定包括許可（様式第２２） （略） 

（３） 特別返品等包括許可（様式第２３） （略） 

（４） 特定子会社包括許可（様式第２４） （略） 

３ （略） 

 

Ⅷ （略） 
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（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許

可の条件 

許可条件の適用 

（略）  届出は、特定手続等運用通

達により行うものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

６） 報告は様式第１５に

より行うものとする。 

（略） 

 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の

条件 

許可条件の適用 

（略） 届出は、特定手続等運用通

達により行うものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

６） 報告は様式第１６に

（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許

可の条件 

許可条件の適用 

（略） 届出は、様式ａの２による

ものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

６） 報告は様式第２０に

より行うものとする。 

（略） 

 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の

条件 

許可条件の適用 

（略） 届出は、様式ａの２による

ものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

６） 報告は様式第２１に
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より行うものとする。 

（略） 

 

（別表３） 

特別一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）

取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１）～５） （略） 

６） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

７） 報告は様式第１５に

より行うものとする。 

８） （略） 

（略） 

 

（別表４） 

特別一般包括役務取引許

可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第１

４によるものとする。 

（略） 

１）～５） （略） 

より行うものとする。 

（略） 

 

（別表３） 

特別一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）

取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１）～５） （略） 

６） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

７） 報告は様式第２０に

より行うものとする。 

８） （略） 

（略） 

 

（別表４） 

特別一般包括役務取引許

可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第１

９によるものとする。 

（略） 

１）～５） （略） 
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６） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

７） 報告は様式第１６に

より行うものとする。 

８） （略） 

（略） 

 

（別表５） 

特定包括輸出許可の条件 許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第１

７によるものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

（略） 

 

（別表６） 

特定包括役務取引許可の

条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第１

７によるものとする。 

６） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

７） 報告は様式第２１に

より行うものとする。 

８） （略） 

（略） 

 

（別表５） 

特定包括輸出許可の条件 許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第２

２によるものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

（略） 

 

（別表６） 

特定包括役務取引許可の

条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

報告するときは様式第２

２によるものとする。 
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（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

（略） 

 

（別表７） 

特別返品等包括輸出・役

務取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１） 報告するときは様式

第１８によるものとす

る。 

２） （略） 

（略） 

 

（別表８） 

特定子会社包括輸出・役

務取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１） 報告するときは様式

第１７によるものとす

る。 

２） （略） 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

（略） 

 

（別表７） 

特別返品等包括輸出・役

務取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１） 報告するときは様式

第２３によるものとす

る。 

２） （略） 

（略） 

 

（別表８） 

特定子会社包括輸出・役

務取引許可の条件 

許可条件の適用 

（略） （略） 

１） 報告するときは様式

第２２によるものとす

る。 

２） （略） 
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報告するときは様式第２

０によるものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１３に

よるものとする。 

 

（別表Ａ）～（別表Ｂ） （略） 

 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

様式第１ 

年 月 日 

包括輸出許可証分割申請理由書 

経済産業大臣 殿 

申請者名 

記名押印 

又は署名        

住 所          

電話番号（担当）    

 

下記のとおり、既に発行された【特別返品等 

包括輸出・役務取引許可証／特定子会社包括輸 

報告するときは様式第２

５によるものとする。 

（略） 

１）～４） （略） 

５） 届出は、様式第１８に

よるものとする。 

 

（別表Ａ）～（別表Ｂ） （略） 

 

様式第１ （略） 

様式第２ （略） 

様式第３ （略） 

様式第４ 

年 月 日 

包括輸出許可証分割申請理由書 

経済産業大臣 殿 

申請者名 

記名押印 

又は署名        

住 所          

電話番号（担当）    

 

下記のとおり、既に発行された【特別一般包 

括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許 
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出・役務取引許可証】の分割を申請します。 

 

 

 

記 

 

１．分割を必要とする理由 

 

２．分割を必要とする許可証の許可番号 

 

３．必要通数 

 

 

様式第２・様式第３ （略） 

（削る） 

様式第４・様式第４の２ （略） 

（削る） 

様式第５・様式第５の２ （略） 

（削る） 

 

様式第６ 

年 月 日 

特定包括許可の変更に係る申請理由書 

経済産業大臣 殿 

可証／特定包括輸出許可証／特別返品等包括輸 

出・役務取引許可証／特定子会社包括輸出・役 

務取引許可証】の分割を申請します。 

 

記 

 

１．分割を必要とする理由 

 

２．分割を必要とする許可証の許可番号 

 

３．必要通数 

 

 

様式第５・様式第６ （略） 

様式第７ （略） 

（別紙１）・（別紙２） （略） 

様式第８ （略） 

（別紙１）・（別紙２） （略） 

様式第９ （略） 

 

様式第１０ 

年 月 日 

特定包括許可の変更に係る申請理由書 

経済産業大臣 殿 
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申請者名 

記名押印 

又は署名        

住 所          

電話番号（担当）    

 

 既に発行された特定包括許可について、下記のとおり

変更が生じましたので、新たに特定包括許可を申請しま

す。  

記 

１．変更理由 

 

２．変更を要する許可番号 

 

３．変更事項 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

様式第７～様式第１２ （略） 

（削る） 

様式第１３～様式第２０ （略） 

申請者名 

記名押印 

又は署名        

住 所          

電話番号（担当）    

 

 既に発行された特定包括許可について、下記のとおり

変更が生じましたので、新たに特定包括許可を申請しま

す。  

記 

１．変更理由 

 

２．変更を要する許可番号 

 

３．変更事項 

 

４．分割を必要とする理由 

 

５．必要通数 

 

 

様式第１１～様式第１６ （略） 

様式第１７ 削除 

様式第１８～様式第２５ （略） 
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（削る） 

 

様式ａ・様式ａの２ （略） 

 


