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別添 1-2） 

Ver.8 

別添資料 1-2）ダウンロードデータの仕様について 

 

Y）ダウンロードデータの仕様について     ・・・〔Y〕p.2 

 

Y1）FTA 対象品(輸出品)(E) ダウンロード    ・・・〔Y〕p.3 

Y2）FTA 対象品(構成品)(P) ダウンロード    ・・・〔Y〕p.7 

 

Y3）調査依頼・回答受信(R) ダウンロード    ・・・〔Y〕p.11 

Y4）調査回答・回答送信(A) ダウンロード    ・・・〔Y〕p.16 

 

Y5）原産資格調査(D) ダウンロード     ・・・〔Y〕p.21 

Y6）FTA 用 BOM ダウンロード     ・・・〔Y〕p.25 

Y7）HS コード履歴 ダウンロード      ・・・〔Y〕p.27 

Y8）FOB/EXW ダウンロード      ・・・〔Y〕p.28 

 

Y9）輸出品/構成品 ダウンロード (入力補助マスタ)   ・・・〔Y〕p.29 

Y10）品番 HS コード ダウンロード (入力補助マスタ)   ・・・〔Y〕p.31 

Y11）品番変換 ダウンロード (入力補助マスタ)    ・・・〔Y〕p.32 

Y12）品番仕入先 ダウンロード (入力補助マスタ)   ・・・〔Y〕p.33 

Y13）生産拠点 ダウンロード (入力補助マスタ)    ・・・〔Y〕p.34 

Y14）支給品 ダウンロード (入力補助マスタ)    ・・・〔Y〕p.35 

 

Y15）輸入者情報 ダウンロード     ・・・〔Y〕p.36 

Y16）原産資格証明書 申告文情報 Excel ダウンロード  ・・・〔Y〕p.37 

 

Y17）仕入先情報 ダウンロード                   ・・・〔Y〕p.38 

Y18）納品先情報 ダウンロード                   ・・・〔Y〕p.39 

 

Y19）ユーザー情報 ダウンロード                   ・・・〔Y〕p.40 

Y20）グループ情報（仕分けルール）ダウンロード   ・・・〔Y〕p.42 

 

 

別添資料 1-2) 
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Y）ダウンロードデータの仕様について 
 

・ファイル拡張子は txt です。 

 －データの区切りはタブ区切りです。 

 －改行コードは CR+LF です。 

 

・文字コードは SJIS（Shift-JIS）です。 

 

 

 

  

別添資料 1-2） 

◆大量のデータダウンロードについて 
大量データの処理には時間がかかる場合
があります。データが膨大な場合、ダウンロ
ード完了後適切に処理が完了しているこ
とをご確認ください。 
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y1）FTA 対象品(輸出品)(E) ダウンロード 
［FTA 対象品(輸出品)(E) 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_export_product_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_export_product_20191201.txt) 

 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 輸出品 ID 半角英数字 11 E0000000XXX 対象品固有の輸出品 ID 

3 荷姿 全半角混在 64 輸出品 左記を固定表示 

4 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の品番 

5 補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

6 品名（英） 半角英数字 100 ENGINE 対象品の品名(英) 

7 品名（日） 全半角混在 100 エンジン 対象品の品名(日)   

8 登録日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

9 ステータス 全半角混在 64 調査前 

調査中 

確定済 

左記何れかを表示 

10 担当者所属 

部署 

全半角混在 50 調達部 データ作成担当者所属部署 

11 担当者 全半角混在 50 東京太郎 データ作成担当者 

12 調査種別 全半角混在 64 内製品 

外製品 

輸出者判定品 

左記何れかを表示 

13 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 使用協定名 

14 HS コード 半角数字 6 250200 HS コード 6 桁 ※協定で採用している年版 

15 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

16 HS コード 

（最新年版） 

半角数字 6 250200 最新年度版の HS コード 6 桁 

別添資料 1-2）Y1） 契約利用者 
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17 税番細分 

（最新年版） 

半角数字 4 0200 No.14 の HS コードをさらに細分化するために輸

入通関国が独自に附番しているコード 

18 輸入通関国 全半角混在 64 スペイン 輸入通関国名称 

19 証明制度 全半角混在 64 自己証明 

第三者証明 

認定輸出者 

左記何れかを表示 

20 事前教示 全半角混在 64 有 

未確認 

左記何れかを表示 ※登録していない場合空欄 

21 新規/定期原

産性確認/再

確認 区分 

全半角混在 64 新規 

定期原産性確認

（期限延長 依頼） 

定期原産性確認

（期限延長 不要）

再依頼 

左記何れかを表示 

22 有効期限 半角英数字 10 2029/12/01 輸出者が設定した次回原産確認を実施すべき 

期限 

yyyy/mm/dd 形式 

23 審査要否 全半角混在 6 不要 

必要 

左記何れかを表示 

※TKTC 審査未契約企業は空欄 

24 希望回答期限 半角英数字 10 2029/12/29 最終的に設定された回答期限 

yyyy/mm/dd 形式 

25 属性 1（数値） 半角数字 11 1 任意に設定した属性をそのまま表示 

26 属性 2 全半角混在 50 車種 XXX 任意に設定した属性をそのまま表示 

27 属性 3 全半角混在 50 排気量 XXXcc 任意に設定した属性をそのまま表示 

28 属性 4 全半角混在 50 2019 年式 任意に設定した属性をそのまま表示 

29 属性 5 全半角混在 50 オプション XX 用 任意に設定した属性をそのまま表示 

30 完結日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象品に関して依頼・調査・回答全てが完結した

日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

31 前輸出品 ID 半角英数字 11 E00000000XX 対象品が再調査により作成された場合のみ、元の

輸出品 ID を表示 

32 再調査先輸出

品 ID 

半角英数字 11 E00000000XX 対象品から再調査により新しく輸出品が作成され

た場合のみ、その該当の ID を表示 

33 調査 ID 半角英数字 11 Ｄ00000000XX （内製品の場合）対象品から発生した内製品

調査 ID 

34 回答日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

（外製品の場合）依頼先から回答を受領した 

日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

35 回答確定日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

（外製品の場合）回答受領後、内容を承認し

確定した日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

別添資料 1-2）Y1） 契約利用者 
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36 回答者仕入先

コード 

半角英数字 64 CO-001 回答企業に該当する仕入先に登録している自社

管理の仕入先コードを一つだけ表示 

（仕入先コードは一つの仕入先に複数登録できる

がここでは選択した一つのみ） 

37 回答者法人 

番号 

半角数字 13 9234567890123 回答企業の法人番号 

38 回答者名 全角 100 〇〇株式会社 回答企業の名称 

39 回答者住所 全半角混在 100 東京都千代田区丸の

内 3-1-1 

回答企業の住所 

40 回答者担当者 全半角混在 50 回答花子 回答企業の担当者 

41 回答者担当者

所属部署 

全半角混在 50 生産管理部 回答企業の担当者所属部署 

42 回答者担当者

メールアドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

回答企業の担当者メールアドレス 

43 回答者担当者

電話番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 回答企業の担当者電話番号 

44 依頼 ID 半角英数字 11 R00000000XX 対象品から発生した依頼 ID 

45 回答者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の回答者側の品番 

46 回答者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の回答者側の英語の品名 

47 回答者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の回答者側の日本語の品名 

48 回答結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

直接回答  

取下 

左記何れかを表示 

49 手動判定フラグ 全半角混在 50 手動判定 

JAFTAS 外根拠資料 

・他社が調査で手動判定したものは「手動判定」

を表示 

・他社で根拠書類を手動登録して回答したものは

「JAFTAS 外根拠資料」を表示 

50 品目別原産地

規則 

全半角混在 1600 CTC / RVC 40% 使用できる品目別規則を全て( / )区切りで表示 

51 使用判定基準 全半角混在 200 RVC 40% 実際に調査回答に使用された品目別規則 

52 救済規定 全半角混在 500 僅少の非原産材料 

累積 

許容限度 

代替性のある産品及

び材料 

同一又は交換可能な

材料 

会計の分離 

調査に使用された救済規定を全て( 、 )区切りで

表示 

別添資料 1-2）Y1） 契約利用者 
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53 未達成理由 全半角混在 500 CTC 基準未達成 

VA 基準未達成 

CTC＆VA の両基準

未達成 

海外製 

生産終了品 

調査未了 

依頼者と回答者による

HS コードの不整合 

その他 

回答者が原産性判定を達成できなかった場合 

選択した理由を表示 

54 回答方法 全半角混在 64 サプライヤー証明書

（輸出品） 

同意通知 

左記何れかを表示 ※内製品の場合は空欄 

55 証明書ファイル

名 

全半角混在 500 CXXX_AXXX_〇〇

株式会社 2.pdf 

回答方法がサプライヤー証明書（輸出品）の場

合は証明書のファイル名を表示 

56 日商判定番号 半角数字 10 1234567890 回答者が設定した JCCI 判定番号 

57 有効期限/ 

同意通知期限 

半角英数字 10 2029/12/01 回答者が設定した原産性調査の有効期限

yyyy/mm/dd 形式 

58 生産国 全半角混在 64 日本 生産国名称 

59 生産者名 全角 100 株式会社生産テスト 生産者の企業名 

60 生産者企業 

登録番号 

半角数字 9 123456789 回答者の企業情報に任意登録されている JCCI

企業登録番号 

61 生産工場名 全角 100 生産徳島工場 生産者の工場名 

62 生産工場住所 全角 100 徳島県徳島市〇〇 生産者の工場住所 

63 生産者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の生産者の品番 

64 生産者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の生産者の品名（英語） 

65 生産者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の生産者の品名（日本語） 

66 社内メモ 全半角混在 500 FTC からは新規の調

査となる 

社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

67 最終更新日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

68 アーカイブ日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象データがアーカイブされている場合、最新のア

ーカイブ日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※アーカイブを解除した場合は空欄 

 

別添資料 1-2）Y1） 契約利用者 
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Y2）FTA 対象品(構成品)(P) ダウンロード 
［FTA 対象品(構成品)(P) 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_component_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_component_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 構成品 ID 半角英数字 11 P0000000XXX 対象品固有の構成品 ID 

3 荷姿 全半角混在 64 構成品 左記を固定表示 

4 品番 半角英数字 50 67890222BBB 対象品の品番 

5 補助品番 半角英数字 50 456-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

6 品名（英） 半角英数字 100 PISTON 対象品の品名(英)  

7 品名（日） 全半角混在 100 ピストン 対象品の品名(日)  

8 登録日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

9 ステータス 全半角混在 64 調査前 

調査中 

確定済 

左記何れかを表示 

10 担当者所属 

部署 

全半角混在 50 調達部 データ作成担当者所属部署 

11 担当者 全半角混在 50 東京太郎 データ作成担当者 

12 調査種別 未使用 

13 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 使用協定名 

14 HS コード 半角数字 6 250200 HS コード 6 桁 ※協定で採用している年版 

15 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

16 HS コード 

（最新年版） 

未使用 

17 税番細分 

（最新年版） 

未使用 

18 輸入通関国 全半角混在 64 スペイン 輸入通関国名称 

19 証明制度 全半角混在 64 自己証明 

第三者証明 

左記何れかを表示 

別添資料 1-2）Y2） 契約利用者 ※JAFTAS Lite 契約者は対象外 
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20 事前教示 全半角混在 64 有 

未確認 

左記何れかを表示 ※登録していない場合空欄 

21 新規/定期原

産性確認/再

確認 区分 

全半角混在 64 新規 

定期原産性確認

（期限延長 依頼） 

定期原産性確認

（期限延長 不要）

再依頼 

左記何れかを表示 

22 有効期限 半角英数字 10 2029/12/01 依頼者が設定した次回原産確認を実施すべき 

期限 

yyyy/mm/dd 形式 

23 審査要否 全半角混在 6 不要 

必要 

左記何れかを表示 

※TKTC 審査未契約企業は空欄 

24 希望回答期限 半角英数字 10 2029/12/29 最終的に設定された回答期限 

yyyy/mm/dd 形式 

25 属性 1（数値） 半角数字 11 1 任意に設定した属性をそのまま表示 

26 属性 2 全半角混在 50 車種 XXX 任意に設定した属性をそのまま表示 

27 属性 3 全半角混在 50 排気量 XXXcc 任意に設定した属性をそのまま表示 

28 属性 4 全半角混在 50 2019 年式 任意に設定した属性をそのまま表示 

29 属性 5 全半角混在 50 オプション XX 用 任意に設定した属性をそのまま表示 

30 完結日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象品に関して依頼・調査・回答全てが完結した

日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

31 前構成品 ID 半角英数字 11 P00000000XX 対象品が再調査により作成された場合のみ、元の

構成品 ID を表示 

32 再調査先構成

品 ID 

半角英数字 11 P00000000XX 対象品から再調査により新しく構成品が作成され

た場合のみ、その該当の ID を表示 

33 調査 ID 半角英数字 11 Ｄ00000000XX 対象品から発生した内製品調査 ID 

34 回答日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

依頼先から回答を受領した日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

35 回答確定日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

回答受領後、内容を承認し確定した日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

36 回答者仕入先

コード 

半角英数字 64 CO-001 回答企業に該当する仕入先に登録している自社

管理の仕入先コードを一つだけ表示 

（仕入先コードは一つの仕入先に複数登録できる

がここでは選択した一つのみ） 

37 回答者法人 

番号 

半角数字 13 9234567890123 回答企業の法人番号 

38 回答者名 全半角混在 100 〇〇株式会社 回答企業の名称 

39 回答者住所 全半角混在 100 東京都千代田区丸の

内 3-1-1 

回答企業の住所 

別添資料 1-2）Y2） 契約利用者 
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40 回答者担当者 全半角混在 50 回答花子 回答企業の担当者 

41 回答者担当者

所属部署 

全半角混在 50 生産管理部 回答企業の担当者所属部署 

42 回答者担当者

メールアドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

回答企業の担当者メールアドレス 

43 回答者担当者

電話番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 回答企業の担当者電話番号 

44 依頼 ID 半角英数字 11 R00000000XX 対象品から発生した依頼 ID 

45 回答者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の回答者側の品番 

46 回答者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の回答者側の英語の品名 

47 回答者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の回答者側の日本語の品名 

48 回答結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

直接回答 

取下 

左記何れかを表示 

49 手動判定フラグ 全半角混在 50 手動判定 

JAFTAS 外根拠資料 

・他社が調査で手動判定したものは「手動判定」

を表示 

・他社で根拠書類を手動登録して回答したものは

「JAFTAS 外根拠資料」を表示 

50 品目別原産地

規則 

全半角混在 1600 CTC / RVC 40% 使用できる品目別規則を全て( / )区切りで表示 

51 使用判定基準 全半角混在 200 RVC 40% 実際に調査回答に使用された品目別規則 

52 救済規定 全半角混在 500 僅少の非原産材料 

累積 

許容限度 

代替性のある産品及

び材料 

同一又は交換可能な

材料 

会計の分離 

中間材料 

調査に使用された救済規定を全て( 、 )区切りで

表示 

53 未達成理由 全半角混在 500 CTC 基準未達成 

VA 基準未達成 

CTC＆VA の両基準

未達成 

海外製 

生産終了品 

調査未了 

依頼者と回答者による

回答者が原産性判定を達成できなかった場合 

選択した理由を表示 

別添資料 1-2）Y2） 契約利用者 
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HS コードの不整合 

その他 

54 回答方法 全半角混在 64 サプライヤー証明書

（構成品） 

対比表・計算 WS 

左記何れかを表示 

55 証明書ファイル

名 

全半角混在 500 C00000000XX_ 

A00000000XX_ 

〇〇株式会社 2.pdf 

サプライヤー証明書（構成品）または対比表・計

算 WS のファイル名を表示 

56 日商判定番号 半角数字 10 1234567890 回答者が設定した JCCI 判定番号 

57 有効期限/ 

同意通知期限 

半角英数字 10 2029/12/01 回答者が設定した原産性調査の有効期限

yyyy/mm/dd 形式 

58 生産国 全半角混在 64 日本 生産国名称 

59 生産者名 全角 100 株式会社×× 生産者の企業名 

60 生産者企業 

登録番号 

半角数字 9 123456789 回答者の企業情報に任意登録されている JCCI

企業登録番号 

61 生産工場名 全角 100 生産徳島工場 生産者の工場名 

62 生産工場住所 全角 100 徳島県徳島市〇〇 生産者の工場住所 

63 生産者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の生産者の品番 

64 生産者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の生産者の品名（英語） 

65 生産者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の生産者の品名（日本語） 

66 社内メモ 全半角混在 500 FTC からは新規の調

査となる 

社内のメモ用 

※取引先画面には非表示 

67 最終更新日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

68 アーカイブ日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象データがアーカイブされている場合、最新のア

ーカイブ日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※アーカイブを解除した場合は空欄 
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Y3）調査依頼・回答受信(R) ダウンロード 
［調査依頼・回答受信(R) 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_request_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_request _20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 依頼 ID 半角英数字 11 R0000000XXX 自社の依頼 ID 

3 回答 ID 半角英数字 11 A0000000XXX 回答者側の回答 ID 

4 荷姿 全半角混在 64 輸出品 

構成品 

左記何れかを表示 

5 依頼者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 依頼者としての自社品番 

6 依頼者補助 

品番 

半角英数字 50 123-BBB 依頼者としての自社補助品番 

7 依頼者品名

（英） 

半角英数字 100 ENGINE 依頼者としての自社品名(英) 

8 依頼者品名

（日） 

全半角混在 100 エンジン 依頼者としての自社品名(日)  

9 登録日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

10 ステータス 全半角混在 64 作成中 

受付前 

調査中 

支給品調査中 

回答済 

回答内容確定 

承認済  

左記何れかを表示 

11 依頼者担当者

所属部署 

全半角混在 50 調達部 依頼作成担当者所属部署 

12 依頼担当者 全半角混在 50 東京太郎 依頼作成担当者 

13 依頼者メール 

アドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

依頼者メールアドレス 

14 依頼者電話 

番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 依頼者電話番号 

15 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 依頼者が指定した使用協定名 

16 HS コード 半角数字 6 250200 HS コード 6 桁 ※協定で採用している年版 

別添資料 1-2）Y3） 
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17 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

18 輸入通関国 全半角混在 64 スペイン 輸入通関国名称 

19 証明制度 全半角混在 64 自己証明 

第三者証明 

認定輸出者 

左記何れかを表示 

20 品目別原産地

規則 

全半角混在 1600 CTC / RVC 40% 調査に使用できる品目別規則を全て( / )区切り

で表示 

21 事前教示 全半角混在 64 有 

未確認 

左記何れかを表示 ※登録していない場合空欄 

22 新規/定期原

産性確認/再

確認 区分 

全半角混在 64 新規 

定期原産性確認

（期限延長 依頼） 

定期原産性確認

（期限延長 不要） 

再依頼 

左記何れかを表示 

23 過去依頼 ID 半角英数字 11 R00000000XX 過去に同産品を依頼したときの依頼 ID（最新） 

24 過去日商判定

番号 

半角数字 10 1234567890 過去に同産品を調査したときの生産者から通知さ

れた同意通知番号（=日商判定番号）（最

新） 

25 同意通知先 

企業名 

全半角混在 100 〇〇株式会社 第三者証明かつ輸出品の場合、輸出者が表示 

26 同意通知先 

企業登録番号 

半角数字 9 011111111 第三者証明かつ輸出品の場合、輸出者の企業

情報に登録されている JCCI 企業登録番号が表

示 

27 調査起点 全半角混在 100 〇〇株式会社 依頼元をたどっていった時の元手の企業 

28 調査起点品番 半角英数字 50 123-BBB 調査起点企業の品番 

29 調査起点品名 全半角混在 100 Kanseisya-BBB 調査起点企業の産品名 

30 審査要否 全半角混在 64 不要 

必要 

左記何れかを表示 

31 希望回答期限 半角英数字 10 2029/12/29 依頼者が設定した回答期限 

yyyy/mm/dd 形式 

32 支給品メモ 全半角混在 500   対象依頼に支給品が含まれることを伝達するメモ 

33 支給品フラグ 半角数字 1 1 対象依頼がある別の依頼受信産品を構成する支

給品のものである場合、1 を表示 

34 親調査品番 半角英数字 50 54321-333-DDD 対象依頼がある別の依頼産品を構成する支給品

のものである場合、該当する親の依頼産品の品番

を表示 
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35 依頼日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

36 依頼者から回

答者へのメッセ

ージ 

全半角混在 500 どうぞよろしくお願いい

たします。 

依頼者から回答者へ伝えるメッセージ 

37 社内メモ 全半角混在 500 ○○年度完成車調

査 

社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

38 回答者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の回答者側の品番 

39 回答者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の回答者側の品名（英） 

40 回答者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の回答者側の品名（日） 

41 調査種別 全半角混在 64 内製品 

外製品 

左記何れかを表示 

42 回答者仕入先

コード 

半角英数字 64 CO-001 / DP-001 回答企業に該当する仕入先に登録している自社

管理の仕入先コードを一つだけ表示 

（仕入先コードは一つの仕入先に複数登録できる

がここでは選択した一つのみ） 

43 回答者法人 

番号 

半角数字 13 9234567890123 回答企業の法人番号 

44 回答者名 全半角混在 100 〇〇株式会社 回答企業の名称 

45 回答者住所 全半角混在 100 東京都千代田区丸の

内 3-1-1 

回答企業の住所 

46 回答者担当者 全半角混在 50 回答花子 回答企業の担当者 

47 回答者担当者

所属部署 

全半角混在 100 生産管理部 回答企業の担当者所属部署 

48 回答者担当者

メールアドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

回答企業の担当者メールアドレス 

49 回答者担当者

電話番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 回答企業の担当者電話番号 

50 回答結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

直接回答 

取下 

左記何れかを表示 

51 手動判定フラグ 全半角混在 50 手動判定 

JAFTAS 外根拠資料 

・他社が調査で手動判定したものは「手動判定」

を表示 

・他社で根拠書類を手動登録して回答したものは

「JAFTAS 外根拠資料」を表示 

52 使用判定基準 全半角混在 200 RVC 40% 実際に調査回答に使用された品目別規則 

53 救済規定 全半角混在 500 僅少の非原産材料 

累積 

調査に使用された救済規定を全て( 、 )区切りで

表示 

別添資料 1-2）Y3） 
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許容限度 

代替性のある産品及

び材料 

同一又は交換可能な

材料 

会計の分離 

中間材料 

54 未達成理由 全半角混在 500 CTC 基準未達成 

VA 基準未達成 

CTC＆VA の両基準

未達成 

海外製 

生産終了品 

調査未了 

依頼者と回答者による

HS コードの不整合 

その他 

回答者が原産性判定を達成できなかった場合 

選択した理由を表示 

55 付随調査件数 半角数字 8 32 回答者が調査するにあたり、他に付随した調査が

発生した場合のその件数 

56 回答方法 全半角混在 200 サプライヤー証明書

（輸出品） 

サプライヤー証明書

（構成品） 

同意通知 

対比表・計算 WS 

左記何れかを表示 

57 証明書ファイル

名 

全半角混在 500 C00000000XX_ 

A00000000XX_ 

〇〇株式会社 2.pdf 

サプライヤー証明書（構成品）または対比表・計

算 WS のファイル名を表示 

58 日商判定番号 半角数字 10 1234567890 回答者が設定した JCCI 判定番号 

59 有効期限/ 

同意通知期限 

半角英数字 10 2029/12/01 回答者が設定した原産性調査の有効期限

yyyy/mm/dd 形式 

60 生産国 全半角混在 64 日本 生産国名称 

61 生産者名 全角 100 株式会社×× 生産者の企業名 

62 生産者企業 

登録番号 

半角数字 9 123456789 回答者の企業情報に任意登録されている JCCI

企業登録番号 

63 生産工場名 全角 100 生産徳島工場 生産者の工場名 

64 生産工場住所 全角 100 徳島県徳島市〇〇 生産者の工場住所 

65 生産者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の生産者の品番 

66 生産者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の生産者の品名（英語） 

別添資料 1-2）Y3） 
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67 生産者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の生産者の品名（日本語） 

68 回答日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

回答を受領した日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

69 回答確定日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

回答受領後に内容を承認した日時

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

70 回答者から依

頼者へのメッセ

ージ 

全半角混在 500 ご確認お願いいたしま

す。 

回答者が依頼者へ伝えるメッセージ 

71 最終更新日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限ります。 

72 アーカイブ日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象データがアーカイブされている場合、最新のア

ーカイブ日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※アーカイブを解除した場合は空欄 

 

  

別添資料 1-2）Y3） 
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Y4）調査回答・回答送信(A) ダウンロード 
［調査回答・回答送信(A) 一覧］画面のレコード出力ができます。 

対象ダウンロードファイルをそのままアップロードする事により、回答の受付作業を複数件一括で行う事ができます。 

詳細については、A3-2）受信した依頼の一括受付をする をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_answer_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_answer_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 回答 ID 半角英数字 11 A0000000XXX 自社の回答 ID 

3 依頼 ID 半角英数字 11 R0000000XXX 依頼者側の依頼 ID 

4 荷姿 全半角混在 64 輸出品 

構成品 

左記何れかを表示 

5 回答者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 回答者としての自社品番 

6 回答者補助 

品番 

半角英数字 50 123-BBB 回答者としての自社の補助品番 

7 回答者品名

（英） 

半角英数字 100 ENGINE 回答者としての自社品名(英)  

8 回答者品名

（日） 

全半角混在 100 エンジン 回答者としての自社品名(日)  

9 調査種別 全半角混在 64 内製品 

外製品 

左記何れかを表示 

※ステータス‶受付前“の場合は空欄 

10 仕入先コード 半角英数字 64 CO-001 仕入先コードを表示 

11 登録日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

12 ステータス 全半角混在 64 受付前 

確認中 

調査中 

支給品調査中 

調査完了 

回答完了承認待 

回答済 

承認済 

左記何れかを表示 

13 依頼者納品先

コード 

半角英数字 64 CO-001 依頼企業に該当する納品先に登録している自社

管理の納品先コードを一つだけ表示 

別添資料 1-2）Y4） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf#page=19


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  17 

 

別添 1-2） 

Ver.8 

（納品先コードは一つの納品先に複数登録でき

るがここでは選択した一つのみ） 

14 依頼者法人 

番号 

半角数字 13 9234567890123 依頼者企業の法人番号 

15 依頼者名 全半角混在 100 〇〇株式会社 依頼者企業の名称 

16 依頼者住所 全半角混在 100 東京都千代田区丸の

内 3-1-1 

依頼者企業の住所 

17 依頼者担当者

所属部署 

全半角混在 50 調達部 依頼作成担当者所属部署 

18 依頼者担当者 全半角混在 50 東京太郎 依頼作成担当者 

19 依頼者メールア

ドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

依頼者メールアドレス 

20 依頼者電話 

番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 依頼者電話番号 

21 依頼者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 依頼者品番 

22 依頼者品名

（英） 

半角英数字 100 ENGINE 依頼者品名（英） 

23 依頼者品名

（日） 

全半角混在 100 エンジン 依頼者品名（日） 

24 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 依頼者が指定した使用協定名 

25 HS コード 半角数字 6 250200 HS コード 6 桁 ※協定で採用している年版 

26 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

27 輸入通関国 全半角混在 64 スペイン 輸入通関国名称 

28 証明制度 全半角混在 64 自己証明 

第三者証明 

認定輸出者 

左記何れかを表示 

29 品目別原産地

規則 

全半角混在 1600 CTC / RVC 40% 調査に使用できる品目別規則を全て( / )区切り

で表示 

30 事前教示 全半角混在 64 有 

未確認 

左記何れかを表示 

31 新規/定期原

産性確認/再

確認 区分 

全半角混在 64 新規 

定期原産性確認

（期限延長 依頼） 

定期原産性確認

（期限延長 不要） 

再依頼 

左記何れかを表示 

32 過去依頼 ID 半角英数字 11 R00000000XX 過去に同産品を依頼されたときの依頼者側の依

頼 ID（最新） 
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33 過去同意通知

番号 

半角数字 10 1234567890 過去に同産品を調査したときの同意通知番号

（=日商判定番号）（最新） 

34 同意通知先 

企業名 

全半角混在 100 〇〇株式会社 第三者証明かつ輸出品の場合、輸出者が表示 

35 同意通知先 

企業登録番号 

半角数字 9 011111111 第三者証明かつ輸出品の場合、輸出者の企業

情報に登録されている JCCI 企業登録番号が表

示 

36 調査起点 全半角混在 100 株式会社×× 依頼元をたどっていった時の元手の企業 

37 調査起点品番 半角英数字 50 123-BBB 調査起点企業の品番 

38 調査起点品名 全半角混在 100 Kanseisya-BBB 調査起点企業の産品名 

39 審査要否 全半角混在 64 不要 

必要 

左記何れかを表示 

40 希望回答期限 半角英数字 10 2029/12/29 依頼者が設定した回答期限 

yyyy/mm/dd 形式 

41 支給品メモ 全半角混在 500   対象依頼に支給品が含まれることを伝達するメモ 

42 支給品依頼

ID 

半角英数字 11 R0000000XXX 対象依頼がある依頼産品を構成する支給品のも

のである場合、対象依頼産品の依頼 ID が表示 

43 支給品フラグ 半角数字 1 1 対象依頼がある別の依頼受信産品を構成する支

給品のものである場合、1 を表示 

44 親調査品番 半角英数字 50 54321-333-DDD 対象依頼がある別の依頼産品を構成する支給品

のものである場合、該当する親の依頼産品の品番

を表示 

45 依頼日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

46 依頼者から回

答者へのメッセ

ージ 

全半角混在 500 どうぞよろしくお願いい

たします。 

依頼者から回答者へ伝えるメッセージ 

47 回答者担当者

所属部署 

全半角混在 50 生産管理部 回答企業の担当者所属部署 

48 回答者担当者 全半角混在 50 回答花子 回答企業の担当者 

49 回答者担当者

メールアドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

回答企業の担当者メールアドレス 

50 回答者担当者

電話番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 回答企業の担当者電話番号 

51 回答結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

直接回答 

取下 

左記何れかを表示 

52 手動判定フラグ 全半角混在 50 手動判定 

JAFTAS 外根拠資料 

 

・他社が調査で手動判定したものは「手動判定」

を表示 
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・他社で根拠書類を手動登録して回答したものは

「JAFTAS 外根拠資料」を表示 

53 使用判定基準 全半角混在 200 RVC 40% 実際に調査回答に使用された品目別規則 

54 救済規定 全半角混在 500 僅少の非原産材料 

累積 

許容限度 

代替性のある産品及

び材料 

同一又は交換可能な

材料 

会計の分離 

中間材料 

調査に使用された救済規定を全て( / )区切りで

表示 

55 未達成理由 全半角混在 500 CTC 基準未達成 

VA 基準未達成 

CTC＆VA の両基準

未達成 

海外製 

生産終了品 

調査未了 

依頼者と回答者による

HS コードの不整合 

その他 

回答者が原産性判定を達成できなかった場合 

選択した理由を表示 

56 付随調査件数 半角数字 8 32 回答者が調査するにあたり、他に付随した調査が

発生した場合のその件数 

57 回答方法 全半角混在 200 サプライヤー証明書

（輸出品） 

サプライヤー証明書

（構成品） 

同意通知 

対比表・計算 WS 

左記何れかを表示 

58 証明書ファイル

名 

全半角混在 500 C00000000XX_ 

A00000000XX_ 

〇〇株式会社 2.pdf 

サプライヤー証明書（構成品）または対比表・計

算 WS のファイル名を表示 

59 日商判定番号 半角数字 10 1234567890 回答者が設定した JCCI 判定番号 

60 有効期限/ 

同意通知期限 

半角英数字 10 2029/12/01 回答者が設定した原産性調査の有効期限

yyyy/mm/dd 形式 

61 生産国 全半角混在 64 日本 生産国名称 

62 生産者名 全角 100 株式会社×× 生産者の企業名 

63 生産者企業 

登録番号 

半角数字 9 123456789 回答者の企業情報に任意登録されている JCCI

企業登録番号 

64 生産工場名 全角 100 生産徳島工場 生産者の工場名 
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65 生産工場住所 全角 100 徳島県徳島市〇〇 生産者の工場住所 

66 生産者品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の生産者の品番 

67 生産者品名

（英） 

半角英数字 100 Camshaft 対象品の生産者の品名（英語） 

68 生産者品名

（日） 

全半角混在 100 カムシャフト 対象品の生産者の品名（日本語） 

69 調査 ID 半角英数字 11 D0000000XXX 対象回答情報に紐づく調査 ID 

70 回答日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

回答を送信した日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

71 回答確定日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

回答送信後に、依頼者にて内容を承認した日時

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

72 回答者から依

頼者へのメッセ

ージ 

全半角混在 500 ご確認お願いいたしま

す。 

回答者が依頼者へ伝えるメッセージ 

73 社内メモ 全半角混在 500 ○○年度完成車調

査 

社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

74 最終更新日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

75 アーカイブ日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象データがアーカイブされている場合、最新のア

ーカイブ日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※アーカイブを解除した場合は空欄 
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Y5）原産資格調査(D) ダウンロード 
［原産資格調査(D) 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_investigation_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_investigation_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 調査 ID 半角英数字 11 D0000000XXX 原産資格調査 ID 

3 荷姿 全半角混在 64 輸出品 

構成品 

左記何れかを表示 

4 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 生産者の品番 

5 補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

6 品名（英） 半角英数字 100 ENGINE 生産者の品名(英) 

7 品名（日） 全半角混在 100 エンジン 生産者の品名(日) 

8 調査を開始し

た日時 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

9 ステータス 全半角混在 64 調査中 

審査前承認待 

TKTC 審査中 

JCCI 審査中 

調査完了承認待 

調査完了 

左記何れかを表示 

10 資料作成者所

属部署 

全半角混在 50 生産管理部 資料作成担当者所属部署 

11 資料作成者 

氏名 

全半角混在 50 東京太郎 資料作成担当者氏名 

12 資料作成者電

話番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 資料作成担当者電話番号 

13 資料作成者メ

ールアドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

資料作成担当者メールアドレス 

14 データ社内承

認日時 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

第三者機関への提出用データを承認した日時

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

15 提出用データ

承認者 

全半角混在 50 東京太郎 第三者機関への提出用データを承認した担当者

氏名 
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16 完了承認日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

調査が内部承認を経て完了した日時

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

17 調査結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

左記何れかを表示 

18 TKTC 審査 

結果 

全半角混在 64 承認 

否認 

差戻 

左記何れかを表示 

※TKTC 審査を利用していない場合は空欄 

19 TKTC 受付 

番号 

半角英数字 11 RA00000XX TKTC の受付番号 

20 TKTC 受付 

日時 

半角英数字 19 2019/12/01 

14:10:59 

TKTC が受付した日時 

21 TKTC 審査 

番号 

半角英数字 10,11 TC00000XXX TKTC 審査終了後に発行される審査番号 

22 手動判定 全半角混在 64 達成 

未達成 

左記何れかを表示 

23 救済規定 全半角混在 500 僅少の非原産材料 

累積 

許容限度 

代替性のある産品及

び材料 

同一又は交換可能な

材料 

会計の分離 

中間材料 

左記何れかを表示 

24 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 使用協定名 

25 HS コード 半角数字 6 250200 HS コード 6 桁 ※協定で採用している年版 

26 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

27 証明制度 全半角混在 64 自己証明 

第三者証明 

認定輸出者 

左記何れかを表示 

28 有効期限/ 

同意通知期限 

半角英数字 10 2029/12/01 回答者が設定した原産性調査の有効期限

yyyy/mm/dd 形式 

29 調査起点 全半角混在 100 株式会社×× 依頼元をたどっていった時の元手の企業 

30 調査起点品番 半角英数字 50 123-BBB 調査起点企業の品番 

31 調査起点品名 全半角混在 100 Kanseisya-BBB 調査起点企業の産品名 

32 原産品の基準 全半角混在 100 完全生産品 

原産材料のみから生

産される産品 

左記何れかを表示 
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非原産材料を使用し

て生産される産品/品

目別規則 

33 使用判定基準 全半角混在 200 RVC 40% 調査回答に使用された判定基準 

34 生産国 全半角混在 64 日本 生産国名称 

35 生産者名 全角 100 株式会社〇〇 生産者の企業名 

36 生産者企業 

登録番号 

半角数字 9 123456789 回答者の企業情報に任意登録されている JCCI

企業登録番号 

37 生産工場名 全角 100 生産徳島工場 生産者の工場名 

38 生産工場住所 全角 100 徳島県徳島市〇〇 生産者の工場住所 

39 CTC 判定 

結果 

全半角混在 64 達成 

未達成 

左記何れかを表示 

40 VA 計算 

結果 % 

半角英数字 5 67.33 計算結果の達成度%値（小数点第 2 位まで） 

41 VA 判定結果 全半角混在 64 達成 

未達成 

左記何れかを表示 

42 VA 社内基準

値 % 

半角英数字 5 60.00 協定基準値を社内基準値で補正した%値（小

数点第 2 位まで） 

43 承認者所属 

部署 

全半角混在 50 調達部 承認担当者所属部署 

44 承認者氏名 全半角混在 50 東京太郎 承認担当者 

45 承認者電話 

番号 

全半角混在 20 03-1234-5678 承認担当者電話番号 

46 承認者メール 

アドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

承認担当者メールアドレス 

47 申請日 半角英数字 10 2019/12/01 画面上で登録した JCCI への申請日

yyyy/mm/dd 形式 

48 日商判定番号 半角数字 10 1234567890 回答者が設定する JCCI 判定番号 

49 日商判定受付

番号 

半角数字 8 12345678 回答者が設定する JCCI 判定受付番号 

50 申請者所属 

部署 

全半角混在 50 生産管理部 JCCI に申請した担当者所属部署 

51 申請者氏名 全半角混在 50 東京太郎 JCCI に申請した担当者 

52 申請者電話 

番号 

半角英数字 20 03-1234-5678 JCCI に申請した電話番号 

53 申請者メール 

アドレス 

半角英数字 100 test@test.co.jp 

 

JCCI に申請したメールアドレス 

54 社内メモ 全半角混在 500 JAFTAS からは新規

の調査となる 

社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

55 最終更新日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 
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yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

56 アーカイブ日時 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

対象データがアーカイブされている場合、最新のア

ーカイブ日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※アーカイブを解除した場合は空欄 
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Y6）FTA 用 BOM ダウンロード 

［FTA 用 BOM 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X4）FTA 用 BOM インポート/構成品一括取込 をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は bom_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：bom_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 対象品番 半角英数字 50 CAR-1 BOM 構成を登録する対象品の品番  

3 対象品補助 

品番 

半角英数字 50 A003 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 品目別規則 半角英数字 1 1 ＝CTC 

2 ＝VA 

3 ＝カテゴリーB 

左記 1/2/3 の何れかを表示  

5 協定 半角英数字 2 EU 国・協定一覧から対象の協定コード（参照：別

添資料１-X16）国・協定コード一覧） 

6 階層 半角数字 1 1 

2 

3 

部材の親子関係を作成するために使用  

7 構成品番 半角英数字 50 ENGINE-1 対象構成品の品番 

8 構成品補助 

品番 

半角英数字 50 B002 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

9 構成品名

（英） 

半角英数字 100 engine 対象構成品名（英） 

10 構成品名

（日） 

全半角混在 100 エンジン 対象構成品名（日） 

11 構成品 HS コ

ード 

半角数字 4,6 250200 対象構成品 HS コード 

12 構成品個数 半角数字 6 100 対象構成品個数 

13 構成品調査種

別 

半角数字 1 1 ＝内製品 

2 ＝外製品 

左記の何れかを表示 

14 仕入先コード 半角英数字 64 CO-001 <取引企業管理>へ登録済の仕入先コード、ある

いはそれに該当するもの 

15 構成品単価

（円） 

半角数字 11 2500.353 対象構成品単価 
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https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
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16 非原産の区別 半角数字 1 1 事前に非原産と判明している場合は 1 を表示 

17 社内メモ 全半角混在 500   社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

18 最終更新日時 半角英数字 19 2020/01/30 

14:03:20 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

19 予備項目 1 未使用 

20 予備項目 2 未使用 

21 予備項目 3 未使用 

22 予備項目 4 未使用 

23 予備項目 5 未使用 

 

  

別添資料 1-2）Y6） 
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y7）HS コード履歴 ダウンロード 
［HS コード履歴 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_hs_code_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_hs_code_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 調査 ID 半角英数字 11 D00000000XX 自社調査 ID 

3 対象品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 原産資格調査画面にて表示される対象品の品番 

4 対象品補助 

品番 

半角英数字 50 123-BBB 原産資格調査画面にて表示される対象品の補助

品番 

5 対象品 HS 

コード 

半角数字 6 870890 原産資格調査画面にて表示される対象品の HS

コード 

6 対象品名

（英） 

半角英数字 100 ENGINE 原産資格調査画面にて表示される対象品の名称

（英） 

7 対象品名

（日） 

全半角混在 100 エンジン 原産資格調査画面にて表示される対象品の名称

（日） 

8 構成品番 半角英数字 50 98765-333-BBB 原産資格調査画面にて登録された構成品の品番 

9 構成品補助 

品番 

半角英数字 50 567-FFF 原産資格調査画面にて登録された構成品の補助

品番 

10 構成品 HS 

コード 

半角数字 6 740690 原産資格調査画面にて登録された構成品の HS

コード 

11 構成品名

（英） 

半角英数字 100 SHAFT 原産資格調査画面にて登録された構成品の名称

（英） 

12 構成品名

（日） 

全半角混在 100 シャフト 原産資格調査画面にて登録された構成品の名称

（日） 

13 仕入先 全角 100 株式会社〇〇 仕入先の名称 

14 仕入先コード 半角英数字 64 SP-290 仕入先コード 

※仕入先コードが複数ある場合には原産資格調

査にて登録された仕入先コードを表示 

15 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 使用協定名 

16 輸入通関国 全半角混在 64 スペイン 輸入通関国名称 

17 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

  

別添資料 1-2）Y7） 
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y8）FOB/EXW ダウンロード 
［FOB/EXW 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X5）FOB/EXW インポート をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は fobexw_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：fobexw_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 輸出品/構成品の品番 

3 補助品番 半角英数字 50 123-AAA 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 協定 半角英数字 2 EU 国・協定一覧から対象の協定コード（参照：別

添資料１-X16）国・協定コード一覧） 

5 輸入通関国 半角英数字 2 GB  国・協定一覧から対象の国コード（参照：別添

資料１-X16）国・協定コード一覧） 

6 価額（円） 半角数字 11 2500.353 FOB/EXW 価額（単位：円） 

7 社内メモ 全半角混在 500 FOB 価格 社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

8 最終更新日時 

  

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

9 予備項目 1 未使用 

10 予備項目 2 未使用 

11 予備項目 3 未使用 

12 予備項目 4 未使用 

13 予備項目 5 未使用 

 

  

別添資料 1-2）Y8） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=15
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=32
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y9）輸出品/構成品 ダウンロード（入力補助マスタ） 
［輸出品/構成品 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X6）輸出品/構成品インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は product_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：product_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 自社製品を管理する品番 

3 補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 品名（英） 半角英数字 100 CAMSHAFT 自社製品の品名（英） 

5 品名（日） 全半角混在 100 カムシャフト 自社製品の品名（日） 

6 機能/性能 全半角混在 100 エンジンを支え、エンジ

ン振動・騒音・揺動・

車体振動を軽減 

HS コード特定の根拠となる機能/性能情報 

7 用途 全半角混在 100 エンジンルーム内にて

使用する防振部品に

使用 

HS コード特定の根拠となる用途情報 

8 形状/構造 全半角混在 100 中空の特殊形状、防

振性能向上及び共振

等による騒音を抑制す

るための形状 

HS コード特定の根拠となる形状/構造情報 

9 材質/成分割

合 

全半角混在 100 アルミニウム合金 HS コード特定の根拠となる材質/成分割合情報 

10 製造方法 全半角混在 100 アルミニウム押出・特

殊形状材→熱処理

→切断→面切削→ば

り仕上げ→検査 

HS コード特定の根拠となる製造方法情報 

11 規格

（JIS,CAS

等） 

全半角混在 100 JIS A 6061 HS コード特定の根拠となる規格（JIS,CAS

等）情報 

12 属性 1 全半角混在 50 型式 XXX HS コード特定の根拠となる任意の属性情報 

13 属性 2 全半角混在 50 2019 年式 HS コード特定の根拠となる任意の属性情報 

14 属性 3 全半角混在 50 貨物用 HS コード特定の根拠となる任意の属性情報 

別添資料 1-2）Y9） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=16
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15 社内メモ 全半角混在 500 〇〇生産時のみ使用 社内のメモ用  

※取引先の画面には表示されません 

16 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

17 予備項目 1 未使用 

18 予備項目 2 未使用 

19 予備項目 3 未使用 

20 予備項目 4 未使用 

21 予備項目 5 未使用 

 

  

別添資料 1-2）Y9） 
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y10）品番 HS コード ダウンロード（入力補助マスタ） 
［輸出品/構成品+品番 HS コード 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X7）品番 HS コード インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は hscode_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：hscode_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 自社の製品を管理する品番 

3 補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 HS 年版 半角数字 4 2002 

2007 

2012 

2017 

使用協定の採用基準年度 4 桁 

5 HS コード 半角数字 6 250100 HS コード 6 桁 

6 属性 1 全半角混在 50 日アセアン HS コード管理のための任意の属性情報 

7 属性 2 全半角混在 50 ベトナム以外 HS コード管理のための任意の属性情報 

8 属性 3 全半角混在 50 構成品（〇〇用） HS コード管理のための任意の属性情報 

9 HS コードメモ 全半角混在 100 分類根拠：固結防

止剤を含有 

HS コード特定の根拠となる任意の追加情報 

10 最終更新日 半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

※洗い替えの仕様であるため、常に更新がないデ

ータについても最新の更新日時を出力 

11 予備項目 1 未使用 

12 予備項目 2 未使用 

13 予備項目 3 未使用 

14 予備項目 4 未使用 

15 予備項目 5 未使用 

  

別添資料 1-2）Y10） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=18
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y11）品番変換 ダウンロード（入力補助マスタ） 
［品番変換 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X8）品番変換 インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は convert_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：convert_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 自社品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の品番 

3 自社補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 納品先コード 半角英数字 64 CO-001 依頼企業に該当する納品先に登録している自社

管理の納品先コードを一つだけ表示 

（納品先コードは一つの納品先に複数登録できる

がここでは選択した一つのみ） 

5 依頼者品番 半角英数字 50 12345-333-BBB 自社品番に紐づく依頼者の品番 

6 社内メモ 全半角混在 500 複数社から依頼あり 社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

7 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

8 予備項目 1 未使用 

9 予備項目 2 未使用 

10 予備項目 3 未使用 

11 予備項目 4 未使用 

12 予備項目 5 未使用 

 

  

別添資料 1-2）Y11） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=20
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別添 1-2） 

Ver.8 

Y12）品番仕入先 ダウンロード（入力補助マスタ） 
［品番仕入先 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X9）品番仕入先 インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は product_supplier_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：product_supplier_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 対象品の品番 

3 補助品番 半角英数字 50 123-BBB 同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 仕入先コード 半角英数字 64 CO-001 <取引企業管理>へ登録済の仕入先コード、ある

いはそれに該当するもの 

5 社内メモ 全半角混在 500 〇〇社のみに依頼 社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

6 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

7 予備項目 1 未使用 

8 予備項目 2 未使用 

9 予備項目 3 未使用 

10 予備項目 4 未使用 

11 予備項目 5 未使用 

 

  

別添資料 1-2）Y12） 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf#page=21


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  34 

 

別添 1-2） 

Ver.8 

Y13）生産拠点 ダウンロード（入力補助マスタ） 
［生産拠点 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X10）生産拠点 インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は production_base_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：production_base_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 生産拠点コード 半角英数字 64 CO-001 自社で管理している自社生産工場を一意に特定

するためのコード、あるいはそれに該当するもの  

3 生産工場名 全角のみ 100 千代田工場 生産者の工場名 

4 生産工場住所 全角のみ 100 東京都千代田区丸の

内 3-1-1 

生産者の工場住所 

5 社内メモ 全半角混在 500 メインの生産拠点 社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

6 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

7 予備項目 1 未使用 

8 予備項目 2 未使用 

9 予備項目 3 未使用 

10 予備項目 4 未使用 

11 予備項目 5 未使用 
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Y14）支給品 ダウンロード（入力補助マスタ） 
［支給品 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X11）支給品 インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は supply_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：supply_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 親調査品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 構成品に支給品が含まれている親の品番 

3 親調査補助品

番 

半角英数字 50 123-BBB 上記「品番」に対する補助品番 

同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

4 支給品番 半角英数字 50 67890-222-BBB 支給品の品番 

5 支給品補助品

番 

半角英数字 50 456-BBB 上記「支給品番」に対する補助品番 

同一品番で異なる複数の品目を区別するための

項目 

6 支給品 HS コ

ード 

半角数字 6 870890 支給品の HS コード 

7 仕入先へのメッ

セージ 

全半角混在 500 弊社からの支給品で

す 

依頼時に伝達される支給品メモ 

8 社内メモ 全半角混在 500 〇〇社専用支給部

品 

社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

9 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

10 予備項目 1 未使用 

11 予備項目 2 未使用 

12 予備項目 3 未使用 

13 予備項目 4 未使用 

14 予備項目 5 未使用 
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Y15）輸入者情報 ダウンロード 
［輸入者情報 一覧］画面のレコード出力ができます。 

出力したダウンロードデータは、そのままインポートデータとして一括登録・編集に利用できます。 

詳細については、別添資料 1-X12）輸入者情報 インポート（入力補助マスタ） をご参照ください。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は importer_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：importer_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 輸入者コード 半角英数字 64 CO-001 自社で管理している輸入者企業を一意に特定す

るためのコード、あるいはそれに該当するもの 

3 輸入者名

（英） 

半角英数字 50 George Smith 輸入者名 

4 企業名（英） 半角英数字 45 ××× inc 輸入元企業名 

5 住所 1（英） 半角英数字 45 8 Springfield 

Road,  

輸入元企業住所 1 

6 住所 2（英） 半角英数字 45 Bury St Edmunds, 輸入元企業住所 2 

7 住所 3（英） 半角英数字 45 Suffolk,IP33 3AN 輸入元企業住所 3 

8 住所 4（英） 半角英数字 45 UNITED 

KINGDOM 

輸入元企業住所 4 

9 電話番号 半角数字記

号 

20 +81-3-5222-

9999 

輸入元企業電話番号 

10 メールアドレス 半角英数字 100 test@test.co.jp 輸入元企業メールアドレス 

11 社内メモ 全半角混在 500 ○○グループ会社 社内のメモ用 ※取引先画面には非表示 

12 最終更新日時 

 

半角英数字 19 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss の形式で出力 

13 予備項目 1 未使用 

14 予備項目 2 未使用 

15 予備項目 3 未使用 

16 予備項目 4 未使用 

17 予備項目 5 未使用 
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Y16）原産資格証明書 申告文情報 Excel ダウンロード 
自己証明制度が採用されている協定について、協定で定められている項目を記載した資料を Excel 形式で 

出力できます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は CertificationOfOriginData_yyyymmdd-XXXXXX でダウンロードされます。 

※yyyymmdd ＝ 発行年月日 

XXXXXX ＝ 自動的に付与される 6 桁の数字 

(例：CertificationOfOriginData_20191201-000000.xlsx) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 協定 全半角混在 64 日 EU 経済連携協定 

TPP11 協定 

日オーストラリア協定 

日英包括的経済連

携協定 

左記何れかを表示 

2 ダウンロード 

日付 

半角英数字 10 2020/12/12 ダウンロードした日付 

3 法人番号 半角数字 13 9234567890123 自社の法人番号 

4 企業名(英) 半角英数字 200 〇〇〇 inc 登録済の英語の自社企業名 

5 企業所在地

(英) 

半角英数字 200 8 Springfield Road 登録済の英語の自社住所 

6 品番 半角英数字 50 12345-111-AAA 輸出対象品の品番 

7 品名(英) 半角英数字 100 ENGINE 輸出対象品の品名（英） 

8 品名(日) 全半角混在 100 エンジン 輸出対象品の品名（日） 

9 HS コード（6

桁） 

半角数字の

み 

6 250200 HS コード 6 桁 

10 用いられた原産

性の基準 

半角英数字 64 C1 達成のために適用した原産地規則を協定別に定

められた表記方法に従って変換した結果を表示 

例）日 EU における CTC＝C1、VA＝C2、SP＝

C3 など 
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Y17）仕入先情報 ダウンロード 
［仕入先 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は supplier_list_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：supplier_list_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 法人番号 半角英数の

み 

13 9234567890123  仕入先企業の法人番号 

2 企業名（日） 全角のみ 100 株式会社テスト 仕入先企業の名称 

3 住所 全半角混在 100 東京都新宿区西新

宿 2-8-1 

仕入先企業の住所 

4 仕入先コード 半角英数字 64 CO-001 <取引企業管理>へ登録済の仕入先コード、ある

いはそれに該当するもの 
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Y18）納品先情報 ダウンロード 
［納品先 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は customer_list_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：customer_list_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 法人番号 半角英数の

み 

13 9234567890123  納品先企業の法人番号 

2 企業名（日） 全角のみ 100 株式会社テスト 納品先企業の名称 

3 住所 全半角混在 100 東京都新宿区西新

宿 2-8-1 

納品先企業の住所 

4 納品先コード 半角英数字 64 CO-001 <取引企業管理>へ登録済の納品先コード、ある

いはそれに該当するもの 
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Y19）ユーザー情報 ダウンロード 
［ユーザー 一覧］画面のレコード出力ができます。 

ダウンロードしたデータをユーザー情報 インポートのファイルとして利用可能です。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_user_yyyymmdd でダウンロードされます。 

※yyyymmdd ＝ 発行年月日 

(例：dl_user_20211014.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 ユーザ ID 半角数字 11 20012081215 ユーザー固有の ID 

2 区分 全角 - 一般 

アカウント管理者 

左記何れかを表示 

3 氏名（日） 全半角混在 50 調査一郎 ユーザー名（日） 

4 氏名（英） 半角英字の

み 

50 Ichiro Chosa ユーザー名（英） 

5 フリガナ 全角カタカナ 50 チョウサ イチロウ ユーザー名のフリガナ 

6 電話番号 半角英数字 20 03-1234-5678 ユーザーの電話番号 

7 所属部署

（日） 

全半角混在 50 生産管理部 ユーザーの所属部署（日） 

8 所属部署

（英） 

半角英字 50 Production 

management 

ユーザーの所属部署（英） 

9 利用開始日 半角英数字 - 2021/10/01 yyyy/mm/dd 形式 

※アカウント管理者は設定対象外 

10 利用終了日 半角英数字 - 2021/10/31 yyyy/mm/dd 形式 

※アカウント管理者は設定対象外 

11 メールアドレス 半角英数字 100 chosa@test.co.jp ユーザーのメールアドレス 

12 メールアドレス

（確認用） 

未使用 

13 メール配信 全角 - 受信しない 

受信する 

JAFTAS からの自動配信メールの受信有無を 

表示 

14 権限(調査依

頼・回答受信) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

入力可能 

確定可能 

調査依頼・回答受信（R）における操作権限を

表示 

15 権限(調査回

答・回答送信) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

調査回答・回答送信（A）における操作権限を

表示 
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入力可能 

確定可能 

16 権限(原産資

格調査) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

入力可能 

確定可能 

原産資格調査（D）における操作権限を表示 

17 権限(FTA 対

象品（輸出

品）) 

全角 - 閲覧可能 

確定可能 

FTA 対象品（輸出品）（E）における操作権

限を表示 

※契約企業のみ対象項目 

18 権限(FTA 対

象品（構成

品）) 

全角 - 閲覧可能 

確定可能 

FTA 対象品（構成品）（P）における操作権

限を表示 

※契約企業のみ対象項目 

19 権限(原産資

格証明書) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

確定可能 

原産資格証明書（I）における操作権限を表示

※契約企業のみ対象項目 

20 権限(取引企

業管理) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

確定可能 

取引企業管理における操作権限を表示 

21 権限(マスタ管

理) 

全角 - 閲覧可能 

確定可能 

入力補助マスタにおける操作権限を表示 

22 権限(ユーザー

設定) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

確定可能 

ユーザー設定における操作権限を表示 

23 権限(企業情

報) 

全角 - 閲覧不可 

閲覧可能 

確定可能 

企業情報における操作権限を表示 

24 登録日時 半角英数字 - 2019/12/01 

10:10:59 

システム初回登録日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

25 最終更新日時 半角英数字 - 2019/12/01 

10:10:59 

システム最終更新日時 

yyyy/mm/dd hh:mm:ss 形式 

※新規作成時、画面上での更新日に限る 

26 予備項目 1 未使用 

27 予備項目 2 未使用 

28 予備項目 3 未使用 

29 予備項目 4 未使用 

30 予備項目 5 未使用 
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Y20）グループ情報（仕分けルール） ダウンロード 
［グループ 一覧］画面のレコード出力ができます。 

 

<ファイル名> 

ファイル名は dl_group_yyyymmdd（ダウンロードした日付）でダウンロードされます。 

(例：dl_group_20191201.txt) 

 

<記載項目> 

No. 項目名 データ型 桁数 設定例 説明 

1 企業 ID 半角英数字 11 C00000000XX 所属企業 ID 

2 グループ ID 半角数字 11 G00000000XX グループ固有の ID 

3 グループ名 全半角混在 100 販売管理 グループ作成者が任意で付けたグループ名 

4 参加ユーザー 全半角混在 500 販売太郎,管理花子 グループの参加者をカンマ区切りで表示 

5 取引先企業名 全半角混在 500 A 株式会社,B 業 グループに設定されている仕分けルールを「取引先

指定」で設定している場合、登録している企業名

をカンマ区切りで表示 

6 自社品番 半角英数字 500 111-AAA,222-

BBB 

グループに設定されている仕分けルールを「自社品

番指定」で設定している場合、登録している品番

をカンマ区切りで表示 

 

 

 

 

 

＜変更履歴＞ 

Ver.4→Ver4.1 

・P42 Y19）ユーザー情報 ダウンロードを追加 

 

Ver.6→Ver7 

・P31 Y10）品番 HS コード ダウンロード（入力補助マスタ）を追加 

・P38 Y17）仕入先情報 ダウンロードを追加 

・P39 Y18）納品先情報 ダウンロードを追加 
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