
 



 

 

 

 

 

 

 



別送品申告方法について 

お預かりした荷物は、お客様の別送品（お客様本人がご本人宛てに送る荷物）として日本で輸入手続が行われます。 

日本での輸入に際しては、原則として関税、消費税が掛かりますが、次のように身の回り品や、お土産など個人的

使用に供すると認められるものは、この税金が免除されます。 

 ①既に使用したもの 

 ②新品のもので、携帯品免除基準の範囲内の物 

 ※但し、個人的な事情に照らし、通常、かつ相応と認められない品物は、課税される場合もあります。 

 ※原則として、入国後６ヶ月以内に輸入する物に限り免税されます。 

この免税手続きの為に、別送品申告書の記入作成が必要となります。  

1. 別送品申告書の作成 

a. お帰りの機内で、客室乗務員より「携帯品・別送品申告書」を２通入手し、必要事項をご記入

下さい。 

b.  別送品の欄に、航空便と船便の荷物の合計個数を記入します。数回に分けて送った場合は、合

計の個数をご記入下さい。  

c. お酒、たばこ、香水を携帯される際は、Ｂ面の表に全て書き出して下さい。  

d. 「携帯品・別送品申告書」は同じ内容で２枚作成してください。  
 

2. 到着空港でスタンプ（税関印）の入手 

a. 入国検査を受けたあと手荷物検査を受けます。 

b. 「携帯品・別送品申告書」２通を手荷物検査カウンターにて税関審査員に提出します。  

c. 審査員が内容をチェックした上で、１通は税関の控えとし、もう１通は押印の上、お客様に返

却されます。 スタンプがあることを確認した上でお受け取り下さい。  

※ 成田空港には、入国審査の際、「自動化ゲート」が設置されておりますが、この「自動化

ゲート」はご利用されず、必ず有人の窓口をご利用頂きますようお願い致します。 

  

3. 別送品受付カウンターでの別送品申告書とパスポートのご提示 

当社では迅速にお荷物の通関準備をさせて頂くために、各国際空港で申告書とパスポートコピーをお

預り致します。 別紙主要国際空港内別送品受付カウンター案内ご参照下さい。 
 

a.  各空港に設置されているNXカウンター／別送品申告書等受付カウンターにお立ち寄り下さい。  

b.  税関より押印を受けた別送品申告書とパスポートをご提示下さい。  

c.  受付カウンターでは、別送品申告書をお預かりすると共に、ご本人様のパスポートコピーを取 

らせて頂きます。また、代理通関手続き依頼のご記入をして頂きます。  
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STEP4へ

中部国際空港
https://www.centrair.jp/index.html

関西国際空港
https://www.kansai-airport.or.jp/

旅客ターミナル到着階（2F）

その他の空港

第1旅客ターミナル到着階（1F）

福岡空港
https://www.fukuoka-airport.jp/

国際線旅客ターミナル到着階（1F）

新千歳空港、仙台空港、広島空港ではお預かり
サービスカウンターの設置がございませんの
で、お手数ですが「携帯品・別送品 申告書」と
「パスポートのコピー」を当社担当店所へ郵送
してください。

第二ターミナルカウンターもございますが、営業時間が10:00～18:00となり、
営業時間外の場合は第一ターミナルのカウンターをご利用ください。

税関検査場

到着ロビー

入国審査場

アクセスプラザ

税関検査所

到着口

到着ロビー

タクシーのりば 路線バス乗り場 高速バス乗車場

税関検査場 税関検査場

到着北出口 到着南出口

タクシーのりば

A B C D E F G H

リムジンバスのりば

関西エアポートバゲージサービスカウンター
受付時間 / 6：30～22：30

保税手荷物受取所
受付時間 / 7：00～22：00

宅配カウンター（手荷物宅配・手荷物一時預かり）
受付時間 / 8：00～21：40
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