
(Japan post )    JAPAN 　税関告知書（通常郵便物及び小包郵便物用）　CUSTOMS DECLARATION CN23

JAPAN

GD STN Canada Post Banff

204 Buffalo Street Banff Alberta  

CANADA

総額　Total value
(6)  JPY

贈物　Gift

書類　Documents ×

免許　Licence (12) 差出人の署名及び日付　Date and sender's signature (15)

差出国名
Country

受
取
人

To

受取人氏名
Name

受取事業者名
Business

輸出者連絡先（電話、FAX,　e-mail)
Export's telephone/fax/e-mail (if any)

住所
Street

輸入者のタックスコード、ＶＡＴ番号等（記載は任意です。）

Import's reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional)

郵便番号
Postal code T1L 1A0 輸入者連絡先（電話、FAX、e-mail）

Import's telephone/fax/e-mail (if any)

差
出
人

From

差出人氏名
Name

郵便物番号（バーコード番号など）　　　　　 職権により開くことができる

No. of item (barcode, if any)  　　              May be opened officially

重要
裏面注意事
項をご覧くだ
さい。

Important!
See instructions
on the back.

差出事業者名
Business

名宛国
Country

内容品の詳細な記載
Detailed description of contents (1)

数量
Quantity (2)

正味重量（ｋｇ）
Net weight(in kg) (3)

See the attached document

総重量Total gross
weight (4)    2.0kg

商品の場合のみ記載　For commercial items only

関税率表の番号（ＨＳコード）

Hs tariff number (7)

物品の原産国
country of origin of goods(8)

価格
Value (5)

All Non-commercial use

郵便料金　Postal charges/Fees(9)

次の内容品種別の
枠内にＸ印をつけて 商品見本　Commercial sample 説明　Explanation: 差出局/差出年月日　Office of origin/Date of posting

返送品　Returned Goods

その他　Other:　Personal effects

備考（「検疫を要する」等の記載をしてください。）
Comments (11): (e. g.:goods subject to quarantine. Sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions)

下記署名者は、この税関告知書の記載事項が正確なこと、及びこの郵便物に郵便法

令により禁止されている危険品を入れていないことを保証します。

I certify that the paticulars given in this customs declaration are correct and that
this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation
or by postal or customs regulations.

証明書　Certificat (13) インボイス　Invoice (14)

免許番号　No(s). of license(s) 証明番号　No(s). of certificate(s) インボイス番号　No. of invoice

住所
Street

郵便番号
Postal code

日本郵便 

通関用の差出人参照

番号（ある場合のみ）     
Sender's Customs reference (if any) 

輸出者連絡先（電話、FAX, e-mail) 

Export's telephone/fax/e-mail (if any) 



注意事項
この税関告知書と添付書類は、郵便物の外部又は粘着性の透明な封筒に入れた上で添付してください。
税関告知書が郵便物の外部の見えやすい位置に添付されていない場合又は郵便物への同封を希望される場合は、税関告知書の存在を示す票符を外部に貼り付けてください。
通関を迅速にするため、この告知書は、フランス語、英語又は名宛国で通用する言語で記入してください。
名宛国の税関は、郵便物の通関のために、内容品について正確に知る必要があります。したがって、この税関告知書は、安全、正確かつ、読みやすく記入してください。そうでない場合には、
受取人様が郵便物の送達上の遅延や何らかの不都合を被る場合があります。また、虚偽又は誤解を招くような記載をした場合、罰金を科せられたり郵便物を没収される場合があります。
お客様が発送される物品は、何かしらの制限を課される場合があります。輸出入に係る関係法令等（検疫、薬品に関する禁制、制限）を調べ、名宛国において必要とされる書類（コマーシャ
ル・インボイス、原産地証明、衛生証明、検疫が必要な物品の許可など）を確定する責任は依頼主様にあります。
（1）欄　郵便物の内容品ごとの詳細を記載していただきます。（例：男性用木綿シャツ）。一般的な記載（例：「交換部品」、「見本」、「食料品」等）は認められません。
（2）欄　内容品の種類ごとの重量及び使用する単位を明記してください。
（3）欄及び（4）欄　内容品の種類ごとの正味重量及び包装を含む物品の総重量をキログラム単位で記入してください。総重量は、郵便料金の算出に当たって用いられた重量と一致していな
ければなりません。
（5）欄及び（6）欄　内容品の種類ごとの価格及び合計金額を、使用する貨幣単位を明示の上、記載してください。（例」スイスフランについてはCHF）
（7）欄及び（8）欄　6桁のHSコードは、世界税関機構（WCO)により定められた「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づく品目表に基づき記載してください。
「原産国」とは、物品が製造又は組み立てられた国名を意味します。商業用物品の依頼主様には、税関による郵便物の処理を助けるために当該情報を提供してください。
（9）欄　受付けの再に支払われた郵便料金の額を記入してください。また、保険料などは別掲してください。
（10）欄　物品の種別について、該当する欄に×印をつけてください。
（11）欄　内容品が検疫（動物、植物、食料品等）やほかの制限の対象となるものの場合、その詳細を記載してください。
（12）、（13）及び（14）欄　免許または証明書が添付されている場合、該当する欄に×印を付すとともに、免許又は証明書等に記載された番号を明記してください。商業目的の全ての
物品について、インボイスを添付してください。
（15）欄　この郵便物に関する依頼主様の責任を明らかにするため、依頼主様の署名及び署名月日を明記してください。

Instructions
You should attach this Customs declaration anda accompanying documents securely to the outside of the item, preferably in an adhesive transparent envelope.

 If the declaration is not crealy viside on the out side,or if you prefer to enclose it inside the titem, you must fix a label to the outside indicating the presence of a customs

declaration.

To accelerate customs clearance, complete this declaration in English, French or in a language accepted in the destination country.

To clear your item, the Customs in the country of destination need to know exactly what the contents are. You must therefore  complete your declaration  fully and legibly:

otherwise, delay and inconvenience may result for the addressee. A false or misleading declaration may lead to a fine or to seizure of the item.

Your goods may be subject to restrictions. It is your responsibility to enquire into import and export regulations(prohibitions,restrictions such as quarantine, pharmaceutical

restrictions, etc.) and to find out what documents, if any (commercial invoice, certificate of origin, health certificate, licence, authorization for goods subject to quarantine (plant,

animal, food products, etc) are required in the destination country.

Commercial item means any goods exported/imported in the course of a business transaction, whether or not they are sold for money or exchanged.

(1) Give a detailed description of each article in the item, e.g "men's cotton shirts". General descriptions, e.g. "spare parts", "sample" or "food products" are not permitted.

(2) Give the quantity of each article and the unit of measurement used.

(3) and (4) Give the net weight of each article (in kg). Give the total weight of  the item (in kg), including packaging,which corresponds to the weight used to calculate the postage.

(5) and (6) Give the value of each article and the total, indicating the currency used (e.g. CHF for Swiss francs).

(7) and (8) The Hs tariff number (6-digit) must be based on the Harmonized Commodity Description and Coding System developed by the World Customs Organization. "Country

of origin" means the country where the good originated, e.g were produced/manufactured or assembled. Senders of commercial items are advised to supply this information as it

will assist Customs in processing the items.

(9) Give the amount of postage paid to the Post for the item. Specify separately any other charge, e.g. insurance.

(10) Tick the box or boxes specifying the category of item.

(11) Provide details if the contents are subject to quarantine (plant, animal, food products, etc) or other restrictions.


