
カルネ活用セミナー第2弾

オンライン申請利用登録方法と申請手順

主催：日本商事仲裁協会カルネ事業部
後援：日本貿易振興機構（ジェトロ）

日本商工会議所

2021年12月13日

1



1. カルネとは？
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世界の主要国間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約（ATA条約）」
に基づく国際的制度による通関用書類

＊他法令等の許可書や承認書の手続きはカルネでは免除されません

①外国に入国通関時の輸入税等（VAT：付加価値税含む）が免税、日本に帰国通関時の消費税が免税

②インボイスが原則不要

③一時輸入を税関に対し証明するため、通関時間の短縮

④同じ物品であれば、カルネの有効期限内にATAカルネ加盟の複数国で使用可（台湾向けSCCカルネは一往復のみ）

Customs税関

ATA CARNET

カルネとは？
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ビジネスで使用するもの

日本から輸出しカルネの有効期限内*に

日本へ持ち帰るもの （*カルネ発給日から一年間）

輸出時と形状や性質が変わらないもの

消耗品や食品、価額が0円のもの

輸出時と形状や性質、数量が変化するもの

環境破壊に通じるもの(大型掘削機等) 

輸出入が禁止されているもの

カルネを利用できる物品と用途 カルネを利用できない主な物品と用途

物品

用途

物品

用途

旅行・留学、修理加工目的

貸出にリース料が発生する場合

カルネの有効期限を超えて、1年以上外国におく場合

商品見本 Samples

職業用具 Professional Equipment

展示会や国際会議等 Exhibitions, fairs, meetings
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オンライン申請利用登録手続きの流れ

WEBサイトにて仮登録後
登録申請書作成URLから

必要な情報を入力いただきます。

カルネオンライン申請

利用登録申請書を作成

印刷した登録申請書に

実印を押印

作成した登録申請書を印刷し、
印鑑証明書の実印を
押印してください。

登録申請書と登録関連書類を

窓口または送付にて提出

登録者により登録関連書類は
異なりますのでご注意ください。

通知書を簡易書留お届け

登録書類を当協会が受理後
カルネ電子申請システム利用のための
通知書が簡易書留で届きます。

S T E P１ S T E P２ S T E P３ S T E P４
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オンライン申請利用登録 〜仮登録〜
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仮登録後送られてきた登録申請書作成URLにアクセス

メールの受信制限（迷惑メール対策）により、当協会から
お送りしたメールが受信できない場合があります。
メールの受信設定を確認し、当協会からの送信アドレス
またはドメインを受信可能な状態にしてください。

注意事項

carnet-system@cs.jcaa.or.jpは送信専用アドレスです。
ご返信いただけません。

登録申請書作成URLの有効期限は10日間です。
有効期限を過ぎるとアクセスできません。
＊仮登録は何度でも行えます。
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登録申請書入力 登録者・管理者・申請者の役割

登録者 管理者 申請者

カルネ名義人となる法人です
カルネには登録者の英文社名と英文
住所が印刷されます

管理者は申請者としてカルネ電子申請
を行えるほか、下記の役割を担います

・登録者情報の変更・更新手続き

・決算書類の提出・更新手続き

（担保措置料審査希望の場合のみ）

・[申請者]の追加登録・削除手続き

・[申請者]が発給申請したカルネの管理

（使用内容・返還）

・カルネ使用の条件違反で一時輸入国か

ら輸入税等の請求があった際の支払い手

続き

実際にカルネ電子申請を行い、下記
の役割を担います

・申請したカルネの発給料金入金と受け

取り手続き

・発給されたカルネの使用内容管理

・発給されたカルネの返還義務
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複数登録可(一度の手続きで1名の登録)

法人所属の方のみ
複数登録可(一度の手続きで30名まで登録可能)

所属先不問



登録者： ◆◆◆ 株式会社
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登録者： ●●● 株式会社

管理者 1 管理者 2 管理者 3 

◇◇◇グローバル 株式会社

申請者 1-1 申請者 1-2 申請者 2-1 

登録者（法人）登録例

登録者： 株式会社 ■■■

管理者 1 

管理者 2 

▢▢▢物流 株式会社

申請者 2-1 申請者 2-2 申請者 2-3 

申請者 2-2 申請者 3-1 

管理者 1 

申請者 1-1 

管理者は登録者法人に所属の方のみ

申請者は所属先不問

法人内の支店や部署がそれぞれに申請し、外部
の業者にも申請を委託している企業

法人内の支店や部署がそれぞれに申請し、申請者
を多く登録している企業

法人内で一括して申請をしており、管理者が
申請をおこなっている企業



代表者氏名
登記上の代表者です。

登録者情報を入力します

法人番号
13桁で入力してください。
国税庁の法人番号公表サイトなどでお調べいただけます。
登記書類の会社法人番号は12桁までしか記載されておりません。

法人名 / 法人名フリガナ
法人格を省略して入力してください。

住所
登記上の本店の住所を入力します。
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法人名（英文表記）
住所（英文表記）
この入力内容は、カルネ原本
に印字されます。
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登録者情報をコピー
管理者の住所が、本店と同じ場合
このボタンで一部の入力欄を省略できます。

支店住所をカルネ記載用に追加登録する
管理者の住所が、本店の住所と異なる場合は支店住所と
してカルネに記載される英文住所も登録できます。登録
した英文住所はカルネ申請時に選択いただけます。

管理者情報を入力します
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申請者情報を入力します

管理者情報をコピー
申請者の住所が、管理者と同じ場合
このボタンで一部の入力欄が省略できます。

の場合申請者が〈 〉
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申請者情報を入力します

の場合申請者が

法人名 / 法人名フリガナ
登録者とは他の法人に所属の申請者の場合、法人格を
含めた法人名を入力してください。
カルネの発給料金の請求書/領収書の宛名として選択
いただけます。

〈 〉

続けて申請者を登録する
申請者は一度の手続きで30名まで登録できます。
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○○

最初のページ 最後のページ

印刷した登録申請書
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○○

印刷した登録申請書

○○
□□

○○
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全てのページで番号が一致していることを確認してください

法人印鑑証明書の印を押印してください

［カルネに印字する英文登録者名および住所］が
正しく入力されているか、確認してください

（登録完了後の修正・変更には、別途変更手続きが必要になります）



登録に必要な関連書類
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オンライン申請利用登録手続きの流れ

WEBサイトにて仮登録後
登録申請書作成URLから

必要な情報を入力いただきます。

カルネオンライン申請

利用登録申請書を作成

印刷した登録申請書に

実印を押印

作成した登録申請書を印刷し、
印鑑証明書の実印を
押印してください。

登録申請書と登録関連書類を

窓口または送付にて提出

登録者により登録関連書類は
異なりますのでご注意ください。

通知書を簡易書留お届け

登録書類を当協会が受理後
カルネ電子申請システム利用のための
通知書が簡易書留で届きます。

S T E P１ S T E P２ S T E P３ S T E P４
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カルネ申請手順
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ご希望の発給料金を選択
（１）現金担保の預託
（２）現金担保と同額の銀行保証書を預託
（３）担保措置料

輸出予定日と再輸入予定日
カルネの有効期限には反映されません。
カルネの有効期限は発給日から1年です。
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一時輸入国の選択
地域・国名で絞り込みができます。
最初に輸出する日本と最後に戻る日本は、自動的
に含まれるため選択不要です。
一往復ではなく、途中日本に一度戻り再度輸出す
る場合は「途中の日本」を選択してください。

日本⇨イギリス⇨日本

日本⇨イギリス⇨日本⇨オランダ⇨日本

途中の日本は選択不要

途中の日本を選択（選択数１）

例

国名を押して選択します。押した数だけ国数が増
えていきます。国数は国別用途選択の表で増減で
きます。
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用途を選択します。
国ごとに選択または にチェック
を入れると表のすベての国に同じ用途が選
択されます。

分割通関/保税通関国
必要がなければ選択不要です。

国名に［?］がある場合
加盟用途などに制限があります。
［?］ボタンを押すと確認ができます。
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カルネ使用者を入力します
使用者とはカルネを使用して通関手続きを行
う方です。英文で入力し、欄内に入れば複数
名入力いただけます。

カルネハンドキャリー通関の場合
ハンドキャリー通関とは、個人が手荷物でカルネ
通関を行うことです。
チェックボックスにチェックを入れ、個人の氏名
をパスポートと同一表記で入力してください。

業務通関の場合
業務通関とは、通関業者が行うカルネ通関です。
［使用者入力エリア］直接入力してください。
通常下記３社の会社名を入力いただきます。
日本の通関業者
一時輸入国の通関業者
一時輸入国の輸入者・荷受人
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直接入力の場合

［英文品名、型番、シリアル番号］
通関時に物品との整合性が取れるように、
詳細に記載してください。例えば、型番や
シリアル番号がある場合は記載が必要です。
品名欄の記載内容が多い場合は、セルの中で
改行しながら入力してください。

［単位］個数の単位を選択します。

［重量単位］重量の単位を選択します。
単体重量は、梱包を含まない正味重量で入力
してください。ロシア・スイス向けの申請は
税関指示により重量入力が必須です。

［単価］日本における販売価額です。
原価や卸値ではありません。日本円で入力し
てください。

［原産国］（ ISO2 コード）
物品の最終加工地を選択または直接入力して
ください。
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一括取り込みの場合

［一括取り込み］
Excelファイルで一括取り込みができます。
ひな形のExcelファイルは、この画面または
カルネWEBサイトでダウンロードいただけます。

入力規則は、直接入力と変わりありません。
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受領方法を選択します
着払宅配便
東京本部窓口受取

着払宅配便を選択した場合
宅配業者/受取希望日/時間帯を
選択し、送付先住所を入力して
ください。
カルネ原本は、
発給料金の入金確認後発給日
以降に発送します。
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最終確認画面

入力した申請内容をよくご確認いただき
必要があれば進捗バーで該当のSTEPに戻り
修正保存してください。

審査完了時のお知らせメール受信
登録したメールアドレス以外も設定できます。

領収証の宛名
申請者が登録者でない他の法人に所属の場合は、
請求書/領収書の宛名が選べます。

申請送信後、修正や変更は認められません
よくご確認いただき、ご申請を送信ください
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発給所要日数

一般ご利用者の場合 当協会有料会員の場合

キャンセル規定
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JCAA/日本商事仲裁協会の公式チャンネル

カルネWEBサイト
各種マニュアルや物品表記入例をダウンロードいただけます。
ご利用の流れ⇨マニュアル
書類ダウンロード⇨物品記入例、物品表一括取り込み用ファイル

ご不明な点はお気軽に
カルネ事業部までお問合せください

日本商事仲裁協会カルネ事業部
03-5280-5171／ata-carnet@jcaa.or.jp 

登録申請書の入力方法を動画で配信中です。
第1回目のカルネ活用セミナーもご覧いただけます。
ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします！
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