82. アイスランド
Islande (Iceland)
送達条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、英語、デンマーク語、
アイスランド語、ノルウェー語又はスウェーデン語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Iceland Post-Customer service, Nordurtanga 3, 600 Akureyri, Iceland
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……30 日（留置郵便物については、60 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。
(2) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。
― 点字の書状
― 点字の記号を有する原版
― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限

(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……３０キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、デンマーク語、アイスランド語、ノルウェー
語又はスウェーデン語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う(航空路に限る。)。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Exchange office Reykjavik-2, Storhofda 32, 102 Reykjavik, Iceland
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日
10．その他の特別な条件
商品を包有する小包については、内容品の品名、数量及び現実に小包の受取人が支払わ
なければならない実価を記載した送り状を添付しなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限

(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さ+最大の横周＝3 メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23１通、インボイス 1 通及び原産地証明 1 通
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……1 枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語、ドイツ語、英語、デンマ
ーク語、アイスランド語、ノルウェー語またはスウェーデン語
6. 配達日……月曜〜金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う
(2) 私書箱への配達……行う
(3) 窓口での交付……行う
8. 国際スピード郵便の名称……EMS
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各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 禁止物品
○ がん具…鉛のがん具
○ 肉…生肉、塩漬けの肉
○ 草…干し草、草、わら
○ 飼料…家畜の飼料
○ 皮革…なめしてない皮革で塩漬けされていないもの
○ 袋、ぼろ布…使い古しの袋、ぼろ布
○ 弾薬、マッチ…携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信
管原料、マッチ
○ 貨幣等…貨幣、債券又は有価証券
○ 生鮮食料品…生、冷凍、燻製及び塩漬けの食料品

2.1.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、薬剤師又は名あて国の商務省（Departement du Commerce）にあてられる場合に
限り許される。
○ 雑件…次に掲げる物品は、消毒済証明書が添付されている場合に限り許される。
豚の剛毛、鳥の羽及び皮、人間の毛髪、植物の茎、馬の毛、中古の衣類
○ 乳製品、毛糸…次に掲げる物品は、名あて国の農林省（Ministere de l'agriculture）の許可
を得ている場合に限り許される。
脱脂乳、粉ミルク、毛糸
○ 専売品…たばこ、酒精飲料及びアルコールは、名あて国のぶどう酒及びたばこ公社
（Regie des vins et tabac）にあてられる場合に限り許される。
○ 医薬品…医薬品は、名あて国の関係当局（Departement pharmaceutique）又は薬剤師に
あてる場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

81. アイルランド
Irlande (Ireland)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……アイルランド語、フランス語又は
英語
(6) 注意……商品を包有する郵便物には、税関手続及び配達を迅速にするため、その商品の
価格を記載した税関告知書 CN22 を添付することが望ましい。
2. 速達……取り扱う。
（注意） 配達局から１マイル（1.6 キロメートル）以上の地域にあてられた速達郵便物には、１
マイルにつき４ペンスの内国料金が受取人から徴収される。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……1,056 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(6)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない（強度のある箱又は紙を用い封じ目を封かんし
て差し出す場合のみ可）。
6. 名あて国における保管期間……16 日（留置郵便物については、３か月）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。
(2) 印刷物の最高重量・・・・・・２ｋｇまで（通終２）

送達条件（小包）

1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2.
3.
4.
5.

税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語又はフランス語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。（強度のある箱を用い、封じ目を封かんすること。ただし、価格が
100 ポンドを超える宝石類を送る場合は、郵便物の大きさは、長さと長さ以外の方向に計った
横周との合計が 1.05 メートル以上でなければならない。）
保険金額の最高限……83 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……16 日
例外の場合……16 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……−
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、内容品の種類別に品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記
載しなければならない。
(2) あて名には、必ず国名を記載しなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域

2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23（商品見本又は商
品の場合は、さらにインボイス１通）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載用語……アイルランド語、フランス語又は英
語
6. 配達日……月曜〜金曜（祝日の配達は行わない）
7. 配達方法
(1)あて所への配達……行う（ただし、課税されたものは、税関窓口で配達される場合がある）。
(2)私書箱への配達……行う。
(3)窓口での交付……行わない。
8. 国際スピード郵便の名称……Express Mail

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 商品見本…関税を課されることがある物品を包有する商品見本（1.1.2 に掲げる場合を除
く。）
○ 印刷物…書籍以外の印刷物（２キログラムまでのものを除く。）
1.1.2 条件付許容物品
○ 銀行券…英国の銀行券は、名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ている
場合に限り許される。
○ 商品見本…ぶどう酒、茶又は乾燥果実を商品見本として発送する場合には、それぞれ次
の条件を満たさなければならない。
(ア) ぶどう酒−重量が 340 グラム以下のものであること（無税）。
(イ) 茶及び乾燥果実−重量が 225 グラム以下のものであること（無税）。
○ 貴重品…硬貨、銀行券、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工して
いない白金又は金、珠玉、宝石その他の貴重品は、保険付書状として差し出す場合に限り
許される｡

○ 放射性物質…放射性物質は、名あて国の関係機関 (An Bord Fuinnimh Nuicleigh) の許
可がある場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 無線通信機…無線通信機は、AM バンド市民ラジオ及び周波数 26.96 メガヘルツから
27.41 メガヘルツの間で、最大送信出力４ワット、最高 40 チャンネルの送信が可能な市民ラ
ジオに限り許される。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 文書…性病の予防又は治療の方法の宣伝に関する文書（資格のある医師又は化学者に
あてる場合を除く。）
○ ブラシ…ひげそり用ブラシ
○ あへん…吸煙用あへん
○ 茶…飲料として不適当な茶
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 薬品等…規制の対象となる薬品、麻薬及び向精神剤は、名あて国の保健省（Ministere de
la sante）の許可を得ている場合に限り許される。
○ ワクチン等…ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗生物質、サルバルサン、ペニシリン、イン
シュリン、外科用の消毒した腸線及び動物性の注射液は、名あて国の保健省の許可を得て
いる場合に限り許される。
○ 茶…出がらしの茶及び茶以外の物質を加えた茶は、名あて国の関係当局の許可を得てい
る場合に限り許される。
○ 乳製品…次に掲げる物品は、外装又は容器に、それぞれ右に掲げる記載を有する場合に
限り許される。
− 人造バター………「Margarine」
− 人造チーズ………「Margarine-cheese」
− 脱脂乳………「Machine-skimmed-milk」又は、場合により、「Skimmed-milk」
○ 変造の食料品等…変造又は変質した食料品及び飲料は、その包装に、名あて国の政府
が定める規定が記載されている場合に限り許される。
○ 添加物等…添加物を加えてある食料品及び飲料は、名あて国の法令に違反していない場
合に限り許される。事前に包装されたある種の食料品その他の商品は、物質の表示等に関
する名あて国の 1973 年及び 1981 年の法令に違反していない場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの

2.1.3.1 禁止物品
○ 汚染物品…伝染病を伝ぱさせるおそれのある物品
○ 動物製品等…動物の骨。牛、羊、やぎその他の反すう動物並びに馬及び豚の肉が含まれ
ている製品。動物及び鳥製品。卵。牛乳。乳脂。乾燥させた乳製品。獣脂。ラードその他動
物性脂肪の類似品。動物の肉のエキス。動物の血、筋肉、皮、毛、角、蹄、羽毛その他動物
の部分。動物の骨で作った肥料。動物の骨その他の動物の部分を送付するために使用した
各種の容器。
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 雑件…次に掲げる物品は、名あて国の農林省（Ministry of Agriculture）の許可を得ている
場合に限り許される。
− 卵、製品化されていない羊毛
○ あざらしの皮…あざらしの皮は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
○ 鯨製品…鯨の肉、皮その他の各種製品は、名あて国の農林水産省 (Ministere des
peches et des forets) の許可を得ている場合に限り許される。
○ わな類…動物を捕獲するわな類は、名あて国の通産及び農林水産省 (Ministere du
commerce, des peches et des forets) の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 火薬…安全信管、花火
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器、弾薬…武器及びその部分品、がん具のピストル並びに弾薬は、名あて国の司法省
（Ministry of Justice）の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ 偽造貨幣等…偽造又は変造の貨幣、貨幣の模造品
○ 貨幣…名あて国以外の国で鋳造された貨幣（金貨及び銀貨を除く。）
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 対空防御用品…対空防御用の物品は、名あて国の国防省（Ministry of Defence）の許可
を得ている場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 商標偽造の物品等…偽造の商標をつけた商品、偽りの記載を有する商品、名あて国の官
用郵便物と誤認させやすい体裁を有する郵便物、外装に郵便切手に似た図案を有する郵
便物

○ 危険な物品…爆発性又は危険性のある物品、有毒物
○ マッチ…マッチ
○ 囚人製作の物品…名あて国以外の国の刑務所で製作された物品
○ 郵便切手等…偽造郵便切手、郵便切手偽造用の物品、名あて国の料金計器の偽造の印
影証票
○ 著作権法違反物品…名あて国で保護される著作権を侵害する物品
○ 茶、たばこ…茶又はたばこのエキス、他の物品と合装されたたばこ、たばこの葉以外の葉
をまぜたたばこ、甘味入りのたばこ
○ カーボン紙等…ろう引きの物品、漆を塗った物品、油紙、カーボン紙
○ セルロイド…液体セルロイド、揮発性の溶解剤が完全に除去されていないセルロイド
○ 金及び銀の細工物…金又は銀の細工物で、 1)新品と認められるもの、2)名あて国の関
係当局 (Dublin Assay Office) の検印が押されていないもの、3)見本又は個人的使用を目
的としていると認められないもの。
○ 貴重品…金貨、銀貨及び金の地金でその価格が５英ポンドを超えるもの。銀及び一部細
工を施した銀で、その価格が 20 英ポンドを超えるもの。
○ 富くじ等…名あて国で禁止されている富くじに関する文書、と博又は占いに関する文書
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 雑件 (1)…次に掲げる物品は、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許され
る。たばこの種子及び苗、粉ミルク（５ポンド未満のものを除く。）、砂糖、家畜用の飼料及び
薬品、大麦の粉、ライ麦の粉、魚粉、骨粉、肉粉、植物の種子のしぼりかす、ふすま、ラー
ド、ハムその他の豚肉製品、植物の種子、バター
○ 雑件 (2)…次に掲げる物品は、名あて国の通商産業大臣（Ministre de l'industrie et du
commerce）が発行した許可証が添付されている場合に限り許される。
小麦粉、ボルト、婦人用の帽子、くつ、ほうき、ブラシ、タイヤ及びその部分品、電球、点火プ
ラグ、防水加工を施した衣類、絹又は人絹のくつ下
○ 羊毛製品…羊毛製の手袋、くつ下、下着、セーター、プルオーバーその他の衣類は、個人
で使用する場合を除き、名あて国の農林省の許可を得ている場合に限り許される。
○ たばこ…たばこは、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ タイプ用カーボン紙…タイプライター用のカーボン紙を郵送する場合には、税関告知書
CN23 に、「Papier carbone pour la machine a ecrire recouvert de cire et ne contenant
aucune substance huileuse ou grasse oxydable」（「タイプライター用カーボン紙−ろう引きか
つ油性物質を含まず。」の意）の記載を行わなければならない。
○ 金、銀…名あて国の公の品質保証印を押していない金、銀及び銀製品は、名あて国の関
係当局の許可を得ていなければ許されない。
○ 貴重品…硬貨、銀行券、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工して
いない白金又は金、珠玉、宝石その他の貴重品は、保険付小包として差し出す場合に限り
許される。
○ 金又は銀の食器…見本であることを証明する名あて国の印が押していない金又は銀の食

器類は、同国の関係当局 (Revenue Commissioners) が定める条件に適合する場合に限り
許される。
○ ライター…ブタンガス・ライターは、品質及び包装方法について、種別ごとに個々に名あて
国関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 避妊薬…避妊薬は、名あて国の関係当局 (Minister for Health, Customs House, Dublin 1)
の許可を得ている場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

15. アゼルバイジャン
Azerbaidjan (Azerbaijan)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、ロシア語、フランス語又は
アゼルバイジャン語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……653 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない（税関検査に
付される場合のみ可）。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。
（通終 3．6）
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終 13．2）
(3) 商品を包有する郵便物には、できる限り、価格を示す商品の明細書を添付する。
(4) 郵便物にできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならない。

送達条件（小包）

1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、ロシア語、フランス語又はアゼルバイジャ
ン語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 653 SDR、平面路 400 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
(あてるべき官署……Inquiry Bureau Centre, Drogalniyper, Quarter 702. 370010 BAKU,
AZERBAIJAN
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……１か月
例外の場合……２か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……−
10. その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。また、商品を包有する小包には、できる限り、価格を示す
商品の明細書を添付する。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）
(3) 小包ラベルにできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域
Baku
Baku suburbs
Khirdalan
Sumgait
Agdash City
Agstafa City
Agsu City
Agjabadi City
Ali-Bayramly
Astara City
Balakan City
Barda City
Beylagan City
Bilasuvar City Dashkesan City
Devechi City
Gabala City
Gadabay City
Gakh City
Ganja
Gazakh City
Goranboy City
Goychay City Guba City
Gusar City
Hajigabul City Imishli City
Ismayilly City
Jalilabad City Khachmaz City
Khanlar City
Khyzy City
Kurdamir City
Lenkoran City
Lerik City
Maraza
Masally City
Mingechevir
Naftalan
Nakhchivan City
Neftchala City Oguz City
Saatly City
Sabirabad City Salyan City
Samukh City
Shamakhy City Shamkir City
Sheki City
Siyezen City
Tartar City
Tovuz City
Ujar City
Yardimly City
Yevlakh City
Zagatala City Zardab City
2. 大きさ及び重量の制限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23２通（商品見本又
は商品の場合は、さらにインボイス２通）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、ロシア語又はフランス語
6. 配達日……月曜〜土曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。

8. 国際スピード郵便の名称……EMS Azerexpresspost"
9. その他の特別な条件
全ての EMS 郵便物にできる限り受取人の氏名、住所及び電話番号を記入しなければならな
い。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの。不
道徳、暴力及びテロリズムを鼓舞する宣伝物品
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具。麻薬、向精神薬、有
害物質、爆発性物質の技術を取り扱う文書
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫酸塩…青硫酸塩
○ 貴重品等･･･硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、加工した若しくは
加工していない貴金属、珠玉、宝石その他の貴重品又は外国の貨幣(条終 7.15 及び 8.14)
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許され
る。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。

○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画、地図、楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。
○ 医薬品…個人の使用以外の理由により送付される医薬品は、名あて国の公衆衛生省
(Ministry of Public Health)発行の認可証書がある場合に限り送ることができる。
○ 動物、植物製品等…動物、薬物、生物学上及び獣医学上の生産品で獣医学上の薬品に
使用されるもの、動物性又は植物性の原材料は、適格性のある獣医学団体及び植物検疫
当局の許可のある場合に限り送ることができる。
○ 無線電子機器等…無線電子機器及び高周波数の装置は、名あて国の郵政省(Ministry of
PTT)の許可のある場合に限り送ることができる。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品 …生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号(輸出植物検疫規程)に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ

○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬（猟銃用を除く。）
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃及びその弾薬は、名あて国の内務省（Ministry of Interior）発行の輸入許可証
がある場合に限り送ることができる。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム…チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

3. 国際スピード郵便物
2. 小包郵便物参照

3. アルバニア
Albanie (Albania)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱わない。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……アルバニア語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱わない。
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Direction des PTT, Section Postale, TIRANE
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
6. 名あて国における保管期間…… １か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚

3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……アルバニア語又は英語
4. 速達……取り扱う。
速達を行うのは小包か到着通知書か……小包
5. 保険付小包……取り扱わない。
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Tranzit center, Str“Alexander Moisiu”, 1007 Tirane, Albania
7. 小包の配達方法……窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……5 日
例外の場合……1 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……5 日
例外の場合……1 か月
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、内容品の品名、総重量、正味重量及び価格（運送料、保険料及び
その他の費用を含む。）を記載しなければならない。
(2) 商品を包有する小包には、送り状を内部に入れなければならない。
(3) 受取人又はその家族の個人的使用に供される物品を包有する贈物小包は、次の条件を
具備する場合に限り許される。
(あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、小包１個につき、それぞれの品目の右に指
示する制限を超えてはならない。
コーヒー、ココア、砂糖、ビスケット、ボンボン、チョコレート……各１キログラム
医薬品、医療用器具……医師の処方せんによる（他の物品を包有してはならない。）。
香水、その他の化粧用品……種類ごとに２個
ひげそり器具……１個
宝石……４個
スポーツ用品、釣具……各１個又は１組
オーバー、レインコート、背広、婦人服……各１着又は１着分の材料
子供用衣類……２着
セーター類、編物類……１着又は１着分材料（400 グラム）
ワイシャツ及びブラウス……３着又は必要材料
はき物……１足
下着、ハンカチ類、敷布類、ナプキン、食卓布類……各１組
掛ぶとん、カーテン……各１組
長くつ下又は短くつ下……４足
折カバン又はハンドバッグ……１個

事務用品……種類ごとに１個又は２組
小間物……種類ごとに２個又は２組
楽器……１個
腕時計、懐中時計、卓上時計……１個
子供のおもちゃ……４個又は２組
クリスマス・ツリー用の装飾品……１組
定期又は不定期発行の技術書、科学書……種類ごとに１部（他の物品を包有してはならな
い。）
ストーブ又はこんろ……１個
湯わかし器……１個
自転車……１両
ここに掲げるもの以外で、個人的な使用にのみ供される物品……合計 1,000 レク以内のも
の。
(い) 中古の衣料を包有する小包には、消毒証明書１通を添付しなければならない。これに反
する場合には、小包は差出元へ返送される。
(う) 溶接され又は堅固に密封された金属製のかん詰は、許されない。
(え) 価格が 200 レクを超えない小間物を包有する郵便物は、上記(あ)の制限に付されない。
(お) 郵便物の包有品の数量が、上記(あ)に掲げる制限を超えるときは、当該郵便物は、名あ
て国において適用される一定率の関税支払いを条件として、受取人に配達することができ
る。受取人がこの支払いを拒み、かつ、差出人がなんらの指示も行っていないときは、郵
便物は差出元へ返送される。
(か) １世帯は、上記(あ)に掲げる制限内で１年に３個までの小包を受領することができる。も
っとも、病人用の医薬品又は医療用器具及び科学技術書を包有する小包についてはこの
限りでない。
(4) フランス語又はアルバニア語以外の言語で記載された税関告知書 CN23 が添付されてい
る小包は、差出元に返送される。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 写真用品…フィルム、乾板、印画紙
○ 著作物、刊行物等…名あて国の政治制度及び社会制度並びに公序に反する著作物、刊
行物又はその他の物品

○ わいせつな物品…春画本及びわいせつ又は下品な物品
○ 貨幣…アルバニア国立銀行の貨幣
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 武器…武器、弾薬、爆発物、引火物及びその部分
○ 放射性物品等…有毒物、放射性物品及び生物学上の危険な物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 麻薬…個人あてに発送されるすべての麻薬
○ 医薬品…名称の付されていない医薬品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 医薬品、医療器具 …医薬品及び医療器具であって病人又は病人の家族の個人的使用
のために送付されるものは、受取人が医療機関の発行する診断書を提出する場合に限り
許される。
○ 中古の物品…国外で相続した中古の物品は、その相続を証明する公式の証書が添付さ
れている場合に限り許される。
中古の物品は、名あて国に帰国した者又は名あて国に定住することになった者によって発
送された場合に限り許される。
○ 麻薬等…公的な機関を通じて発注され、科学上又は医学上の目的で発送される麻薬、医
薬品及び毒物は、受取人が名あて国の関係機関 (Ministere du commerce) の発行した許
可証を提出する場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 動物…生きた又は死んだ動物
○ 動物性製品…加工した又は未加工の動物性の製品、缶詰及び動物用の飼料であって伝
染病及び寄生虫の繁殖のおそれのあるもの並びに国土防衛のための防疫上の施策等によ
るもの。
○ 植物…植物及びその部分、加工されていない植物の一次製品並びにその包装材料であ
って植物検疫の際、農作物の害虫及び雑草に冒されているもの。
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 動物性製品…動物性製品、缶詰及び動物用飼料は、本邦の動物検疫機関の証明書が添
付されている場合に限り許される（これらの物品は、名あて国の関係当局の検査の後、配達

される。）。
○ 植物…植物及びその部分、植物製品は、清潔であることを証する検疫証明書が添付され
ている場合に限り許される（これらの物品は、名あて国の関係当局の検査の後、配達され
る。）。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 贅沢な物品…贅沢な衣料及びその他の物品で名あて国での国民の好みに反するもの。
○ 雑件…政治的亡命者から発送された物品及び有価証券
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 営業用器具…営業用の器具は、名あて国の関係当局の許可証を提示する場合に限り配
達される。

12. アルメニア
Armenie (Armenia)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、ロシア語又はフランス語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……653SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 通常郵便物によりアルメニア共和国にあてて個人的使用に供される物品を送付する場合
の条件については、送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
(2) 放射性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。
(3) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包

大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……フランス語、英語又はロシア語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 653 SDR、平面路 400 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……HAYPOST CJSC, INQUIRY SPECIALISTE MAIL SORTING AND
EXCHANGE CENTER, 1, SIDE STREET TIGRAN METS, 0013 YEREVAN, REPUBLIC OF
ARMENIA
7. 小包の配達方法…… 窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知…… 取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……30 日
例外の場合…… ２か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……30 日
例外の場合…… ２か月
10. その他の特別な条件
税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。

禁 制 品
1. 通常郵便物

各国共通の条件を参照

1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 貴重品…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加
工していない白金、 金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫塩酸…青硫塩酸
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許され
る。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画､地図､楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。

2. 小包郵便物

2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品 …生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 植物…植物については昭和 25 年 8 月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム …チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形

(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

84. イタリア
Italie (Italy)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語又は英語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……2,590 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
(3) 名あて国における取扱局……保険付書状は、次の郵便局区内にあてるものに限る。
Rome, Milan, Genes 及び Bologne の交換局
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……書留扱い：３０日、普通扱い：１０日、留置：３０日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
書籍を包有する郵便物には、税関告知書ＣＮ２２を添付しなければならない。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル

2.
3.
4.
5.

重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……2 枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、フランス語又はイタリア語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……1,633 SDR

6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Customer Service Pacchi di Poste Italiane, Poste Italiane S.p.A.,
Business Unit Express and Parcels, Customer Service, Via del
Pescaccio,30, 00136, Rome, Italy
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……1 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……15 日
例外の場合……1 か月
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなけ
ればならない。税関告知書 CN23 に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されること
がある。
(2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、
差出人が署名した送り状の写しを１部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証
明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書 CN23 にその旨記載しなければなら
ない。
(3) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス 2 枚が必要。
(4) 個人あてに価格が 350 ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス 2 枚が必要。
(5) 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分

証明書番号)」を記載すること。
(6) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:
イタリア商業税番号)」を記載すること。
(7) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイ
ス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(8) 差出人及び受取人の住所、氏名（可能であれば電話番号）をローマ字及びアラビア数字で
正確かつ完全に記載すること。
(9) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物（郵便物の名あて面に「ＡＰＯ」、「ＦＰＯ」等の記載のあ
るものをいう。）は、住所不完全として返送される。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域（軍事郵便局を肩書としたもの（郵便物の名あて面に「ＡＰＯ」、「ＦＰＯ」
等の記載のあるものをいう。）を除く。）
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メート
ル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合
- 税関告知書 CN23 を 3 枚。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリ
ア 語 で 記 載 さ れ た 商 業 イ ン ボ イ ス (Commercial Invoice) 又 は 見 積 も り イ ン ボ イ ス
(Proforma Invoice)を添付すること。
- 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身
分証明書番号)」を記載すること。
- 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita
IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
- 差出人及び受取人の住所、氏名（可能であれば電話番号）をローマ字及びアラビア数
字で正確かつ完全に記載すること。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、フランス語又はイタリア語
6. 配達日……月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行わない。
(3) 窓口での交付……行わない（ただし、交換局での交付は行う）。

8. 国際スピード郵便の名称……CAI POST
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設
の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 書留書状…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は
加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 公序良俗に反する物品…公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画そ
の他の物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 酒精飲料等…メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、
化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムア
ルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物
○ 有害な食物…腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品
○ 肉…生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉（かん詰としたものを除く。）。た
だし、これら以外の肉は、１キログラムまでに限り許される。
○ 汚染物品…ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具

○ ガス…毒ガス
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 医薬品…イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。
なお、名あて国以外の国の特許薬（血清、ワクチン及び殺虫剤）及び名あて国で登録されて
いない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しく
は試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の衛生当局（Ministere de la sante）の許可を得ている場合であって、保
険付小包としたものに限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 動物…生きた動物
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において
縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人
的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は
農政事務所への事前届出が必要です。）
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器…武器及びその部品
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器…狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬
は、名あて国の内務省（Ministere de l'interieur）の輸入許可証を添付する場合に限り許され
る。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ たばこ…刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ
2.1.5.2 条件付許容物品
○ ライター等…ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可
を得ている場合に限り許される。
○ 塩…岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許
可を得ている場合に限り許される。
○ りん等…黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火
合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品

○ はかり、物差…名あて国の法令に違反するはかり及び物差
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 無線電信機等…無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分
品は、名あて国の郵電省（Ministere des Postes et Telecommunications）の許可を得ている
場合に限り許される。
○ フィルム…映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。
○ 郵便切手…切手商にあてた郵便切手は、税関告知書 CN22 C1 又は税関告知書 CN23
C2／CP3 を添付して発送する場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
2. 小包郵便物参照

174. ウクライナ
Ukraine
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う(保険付書状に限る。税関告知書 CN 22 を付さなければなら
ない。)。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ロシア語、英語又はフランス語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000SDR（外国通貨の場合は 130SDR）
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う(書留又は保険付の通常郵便のみ)。
（あてるべき官署）……Bureau central des reclamations, Rue Petrozavodskaia 2, KIEV,
03999, UKRAINE
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) その他の特別な条件については、送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
(2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。
（通終３．６）
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終１３．２）
(4) 書留郵便物、保険付書状の名あて面に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を
記載すること。

送達条件（小包）

1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ロシア語、英語、フランス語又はウクライナ語
4. 速達……取り扱う。
速達による配達を行うのは小包か到着通知書か……小包
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000SDR（外国通貨の場合は 130SDR）
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Bureau central des reclamations, Rue Petrozavodskaia 2, Kiev 03999,
Ukraine
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……1 か月
例外の場合……2 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……1 か月
例外の場合……2 か月
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）

(3) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……20 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23２通及びインボイス２通
(3) 郵便物には、できる限り差出人及び受取人の電話番号及びテレックス番号を記入する。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 配達日……月曜〜土曜（祝日の配達は行わない。）
6. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行わない。
(3) 窓口での交付……行わない。
7. 国際スピード郵便の名称…… ―

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 書留書状…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は
加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 有価証券等…名あて国の通貨及び個人あての小切手、並びに名あて国又は名あて国以
外の国債証券、富くじ並びにその他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを

除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 科学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される科学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫塩酸…青硫塩酸
○ 生鮮品、動物の加工品…生鮮品及び動物の加工食品
○ 医薬品…医薬品
○ 証明書類…パスポート、身分証明書のような証明書類
○ たばこ…たばこ
○ 酒精飲料…酒精飲料
○ 古着、中古のくつ…不潔な古着及び中古のくつ
1.1.2 条件付許容物品
○ 食料品…食料品は、製造業者による包装が未開封のもので、総重量が 10ｋｇ以下の場合
に限り許される。
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社から名あて国の図
書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画、地図…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 名あて国以外の通貨及び小切手…保険付に限り、外国通貨及び小切手を 300USD 又は
他の通貨においても同等価まで（税関告知書の作成された日のウクライナ国立銀行で設定
された正式な hryvnia(UAH)レートによる）入れることができる。
○ CD-ROM…CD-ROM は個人あてに限り 20 枚まで送ることができる。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。
○ 農作物…農作物は５キログラムを超えるものについては公文書がある場合に限り許され
る。
○ ラジオ、携帯電話…ラジオ、携帯電話は個人あてのもので，Ukrainian State Centre of
Radio Frequencies and Telecommunications Supervision の許可を得たものに限り送ることが
できる。

○ 医薬品…医薬品は、個人の使用に供するもので治療に必要なだけの分量であり、受取人
が名あて国の保健省(Ministry of Health)の許可を受けている場合に限り送ることができる。
○ 技術機器、ソフトウェア･･･機密情報を傍受するため特別に開発、製造、調整された技術機
器及びソフトウェアは、名あて国の政府機関に宛てて送付する場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品…生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品

○ 保険付小包…通用している銀行券又は各種の持参人払有価証券（小切手）を包有する保
険付小包
○ 外国の貨幣
○ チューインガム…チューインガム
○ 文化的価値を有するもの…絵画、骨董など文化的価値を有するものの輸入は許されない
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 骨壺…骨壺を輸入する際には、死亡証明書等の書類が必要となる。
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

3. 国際スピード郵便物
○ 証明書類…パスポート、身分証明書等個人の氏名、所属等を証明するもの。
○ 食料品…食料品(栄養補助食品、機能性食品を含む。)は、製造業者による包装が未開封
のもので、総重量が 10kg 以下の場合に限り許される。
○ 古着、中古のくつ…不潔な古着及び中古のくつ
その他については、1.通常郵便物及び 2.小包郵便物参照

127. ウズベキスタン
Ouzbekistan (Uzbekistan)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ロシア語、フランス語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること…… 取り扱う
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
(3) 郵袋 1 個当たりの最高重量……20 キログラム
8. その他の特別な条件
(1) 名あて国は、硬貨、銀行券、小切手、郵便切手又は外国の貨幣を包有する書留郵便物又
は保険付通常郵便物の亡失又は損傷の場合の責任を認めない。(条終 7.5)
(2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(通
終 3．6)
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。(通終 13.2)

送達条件（小包）

1. 小包の種別……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計２メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計２メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計２メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……2 枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……フランス語、ロシア語又は英語
4. 速達……取り扱う。
速達による配達を行うのは小包か到着通知書か……到着通知書
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 4,000SDR、平面路 838SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……1 か月
例外の場合……2 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……1 か月
例外の場合……2 か月
10. その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同
国の法令の範囲内に限る。(小終 9．1)

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ 反国家的物品…国、社会秩序、領土保全、政治的独立及び国の基盤を傷つける、また
は、戦争、テロ、暴動、国家主義、宗教的憎しみ及びファシズムを扇動するおそれのある、
出版物、原稿、印刷板、スケッチ、フィルム、ネガ、録音物及び録画物。
○ 公序良俗に反する物品…ポルノ性のある複製。
○ 宗教的な性質の文書…名あて国の法律に反する宗教的な性質の文書は差出国へ返送さ
れる。
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 粉…粉
1.1.2 条件付許容物品
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 化学製品…植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品は、名あて国の関係機関
（Ministry of Foreign and Economic Affairs）の許可証がある場合に限り許される。
○ 携帯電話…携帯電話は書留又は保険付とした場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.3 動植物保護の理由によるもの

2.1.3.1 禁止物品
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において縦覧
に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人
的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又
は農政事務所への事前届出が必要です。）
○ 種子、農産物…種子、その他農産物については、名あて国の検疫所が発行する許可証が
添付されている場合に限り許される（それ以外は、2.1.3.2『植物』を参照）。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器、武器の部分品、弾薬
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 保険付小包…通用している銀行券、各種の持参人払有価証券（小切手）包有する保険付
小包
○ 外国の貨幣
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

65. 英国
（ガーンジー、マン島及びジャージーを含む）
Grande-Bretagne (Great Britain)
(Guernesey, Ile de Man 及び Jersey を含む。)
(Guernsey, Isle of Man 及び Jersey を含む。)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語又はフランス語
(6) 注 意……商品又は商品見本を包有する書状及び小形包装物には、内容品が関税を課
すべきものであると否とを問わず、差出人の署名及び日付が記載された税関告知書 CN22
をはり付けるか、又は税関告知書 CN22 の上部のみをはり付けたうえ税関告知書 CN23１
通を添付しなければならない。税関告知書 CN22 を使用する際は、差出人の完全な名前及
び住所を郵便物の表面に明確に記載しなければならない。なお、商品の発送については、
送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱わない。
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１８日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物
(3) 郵袋１個当たりの最高重量……２０キログラム
8. その他の特別な条件
放射性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱わない。
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……２１日
例外の場合…… ―
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……２１日
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、差出人の署名及び日付、内容品の品質、正味重量及び価格を明
細に記載しなければならない。税関告知書 CN23 の記載と実際の内容品とが相違する小
包及び関税を課されることがある物品を包有した小包で、税関告知書 CN23 を添付してい
ないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。
(2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には
「Contient une facture」(｢送り状在中」の意）と記載しなければならない。
(3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に

限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望
ましい。
－ 受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許
可証を得ているか、又は得ることができるか。
－ いかなる許可証も必要とされないか。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域（海外領土を除く。）
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23 及び見積りインボ
イス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)１通を添付※

（※ 編集註：「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするも
ので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボ
イスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定す
る前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価
格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つとい
えます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ
（http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）では、ダウンロードで
きるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語又はフランス語
6. 配達日……月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行わない。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……EMS
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる（禁制品 2.1.3.2『みつば
ち』参照）。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の

間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 郵便葉書…郵便葉書で、雲母片、ガラス粉又はこれらの物質と類似の物質が付着してい
るもの（封筒に入れて差し出されたものを除く。）及び郵便葉書の形態を有しない物（角が四
角な又は円くなっている（半径 10 ミリメートルを超えないものに限る。）長方形のものを除く。）
○ 模造郵便切手等…料金納付用の郵便切手の模造品等及び当該模造品を製造するため
の型板その他の装置
○ 武器…武器、武器の部品
1.1.2 条件付許容物品
○ 放射性物質…放射性物質を内容品とする郵便物は、書留書状としたものに限り許される。
○ みつばち等…みつばち、水ひる並びに害虫の寄生虫及び捕食虫であって害虫駆除の用
に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 衣類、ぼろ布…不潔な衣類及びぼろ布
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬、向精神剤…麻薬及び向精神剤は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名
あて国の内務省の許可を得ている場合に限り許される。
○ ワクチン、血清等…ワクチン、血清、毒素、抗毒素、抗原、インシュリン、脳下垂体の標本、
ヘパリン及びヒアルウロニダーゼは、受取人が権限のある機関から輸入許可書を得ている
場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品

○ 動物製品…病原菌の付着しているおそれのある動物製品
○ 肉…肉、肉製品、家きん肉及び家きん肉製品
○ 乳製品…乳製品
○ はちみつ…はちみつ及びはちみつが入っている製品
○ たまご…すべての種類の鳥のたまご及びたまご製品
○ 野菜…ジャガイモ（これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照）
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 生きたみつばち…生きたみつばちは、名あて国の農務省（UK Agricultural Department）の
輸入許可書及びみつばちが生育した養蜂場が病気で汚染されていないことを証明する本邦
の関係当局の証明書が郵便物に添付されている場合に限り許される。
○ 魚…魚及び魚製品はスモーク処理又は真空パックし、“perishable”の表示をした適切なポ
リエチレンで包装し、かつ、１ｋｇ未満の場合に限り許される。
○ 甲殻類・貝…甲殻類及び貝は１ｋｇ未満の場合に限り許される。
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において縦
覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的
な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政
事務所への事前届出が必要です。）
○ 果物…柑橘類、ダイダイ、りんご、アプリコット、クロフサスグリ、ブルーベリー、チェリー、ク
ランベリー、カスタードアップル、柿、グースベリー、グアバ、ジャンボラン、マンゴー、パッショ
ンフルーツ、桃、梨、プラム、マルメロ、アカフサスグリ及びフトモモは２ｋｇ未満の場合に限り
許される（2.1.3.2 『植物』を参照）。
○ 野菜…ナス、苦瓜（ゴーヤー）、根セロリー、セロリー及びスウィートバジルは２ｋｇ未満の場
合に限り許される（2.1.3.2 『植物』を参照）。
○ 腐りやすい食品等･･･腐りやすい、又は傷みやすい食品は輸送に耐えうるよう、かつ、輸
送中に適切な温度に保たれるよう包装している場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 飛び出しナイフ…飛び出しナイフ
○ 武器…武器及びこれらの部品
2.1.4.2 条件付許容物品
○ スポーツ用の銃…スポーツ用の銃は、受取人が輸入許可書を有している場合に限り許さ
れる。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ 模造郵便切手等…偽造の郵便切手、貨幣、紙幣及び当該郵便切手、貨幣、紙幣を製造
するための型板、道具又は材料

2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 不穏当な記載を有する郵便物…名あて国の官用郵便物と誤認させるような記載を外部に
有する郵便物。外部又は名あて面に取扱者を困惑させるような字句、印影等を有する郵便
物
○ 富くじ…富くじ券及び富くじの広告、占い又はと博に関する広告
○ 皮革…あざらしの皮
○ わいせつな物品等…わいせつな印刷物、絵画、写真、書籍、カード、石版画その他の版
画、フィルム、ビデオテープ及びその他の物品
○ 無線送信機…周波数 26.1～29.7 メガサイクル又は 88～108 メガサイクルで伝送することの
できる無線送信機（市民無線ラジオ、トランシーバー）(名あて国において使用が認められて
いる機種を除く。）
○ 取扱い困難な郵便物 …取扱い困難な郵便物（地図、アルバム、付せん及び封筒は、なる
べく白色でなければならないが、その他の色（赤を除く｡）であっても、それがまばゆい、目を
くらませるような又は極端に暗い色でなく、かつ、使用されている染料が燐光体を含んでい
ない場合は差し支えない。）
○ 雑件…名あて国の政府のいずれかの省が品質を保証したものと誤認させるような記載を
有する物品。偽造又は変造の商標を付した物品。名あて国の製造業者又は商社の名称及び
商標を付した外国製の物品で、その製造国名を記載していないもの。
○ 恐怖物語等…恐怖物語、そのレコード又は映画
○ 酒精飲料…アルコール度数 24 度以上の酒精飲料
○ 遺骨、遺骸…人及び動物の遺骨、遺骸
○ 外国の刑務所で作られた物品（非商業的な物品を除く。）
○ 液体…１リットルを超える液体
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 酒精飲料…ポリエチレンで包み、十分な吸収材を入れたアルコール 24 度未満の酒精飲料
は、1 個の郵便物に 1 リットルまで許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

56. エストニア
Estonie (Estonia)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN 22 を付けなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……エストニア語、ロシア語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
保険金額の最高額…… 4,000 SDR
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（ あ て る べ き 官 署 ） … … Estonian Post, Customer Service Centre, Pallasti 28, 10001
TALLINN, ESTONIA
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……15 日(局留の場合は 30 日)
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 通常郵便物によりエストニアにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件
については、送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終９．２）
(3) 郵便物にできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限

(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ロシア語、フランス語、英語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Estonian Post, 28 Pallasti St. 10001, Tallinn, Estonia
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……2 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……30 日
例外の場合……2 か月
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 税関手続のため、インボイスを添付することが望ましい。
(3) 小包ラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域

2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23 及びインボイス１通
(3) EMS ラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならな
い。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 配達日……月曜～土曜（祝日の配達は行わない。）
6. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
7. 国際スピード郵便の名称…… ―

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 貴重品…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加
工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品
1.1.2 条件付許容物品
○ その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品
○ りん茎、塊茎、切花…りん茎、塊茎、根茎を植えて育つすべての植物。キク、ガーベラ、カ
スミソウの切花。
○ 放射性物質…放射性物質及び放射性材料
○ 危険物質…火薬類、可燃性材料
○ 商標等…個人の商号及びラベル

○ 有価証券等…銀行券、外国通貨、あらゆる種類の持参人払有価証券、旅行小切手
2.2 条件付許容物品
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示第 231 号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦
覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人
的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農
政事務所への事前届出が必要です。）
○ たばこ製品…たばこ製品は、輸入を許可されている商業上登録されたものにあてる場合
に限り許される。
○ 麻薬…麻薬は、名あて国の関係省庁が発行する証明書が添付されている場合に限り許さ
れる。
○ 薬剤製品…薬品及び医学的治療で使用されるその他の生産品は、名あて国の関係省庁
が付与する事前の許可がある限り許される。
○ 武器…戦争用の資材、武器及び銃砲弾は、名あて国の関係省庁の許可がある場合に限
り許される。
○ 酒精飲料…酒精飲料は、輸入を許可されている法人にあてる場合に限り許される。
○ 動物性生産品…動物性生産品（すべての種類の肉及び魚の缶詰を含む）は、原産国の関
係当局が発行する証明書がある場合に限り許される。
○ 食品生産品…５Kg までの食品生産品に限り、証明書なしに輸入を許される。ただし、動物
性の原材料、熱処理していない動物性食品生産品、食品添加物及び混合剤を除く。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

14. オーストリア
Autriche (Austria)
送達条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語又は英語
(6) 注意……通関及び税金の計算を容易にし､郵便物の配達の遅延を防止するため､税関告
知書 CN23 に送り状又はその写し(仮送り状又は税関用送り状は適当でない｡)を２部添付す
ることが望ましい。
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(6)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……到着の日から起算して３回目の月曜日まで
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ

2.
3.
4.
5.

ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ドイツ語又は英語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。

保険金額の最高限…… 4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付（地方の小規模局においては、２キロ
グラム以上の小包を除く。）
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合…… 2 週間
例外の場合…… 3 週間
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合…… 2 週間
例外の場合…… 3 週間
10. その他の特別な条件
(1) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2 通（Proforma invoice）又は商業イン
ボイス（Commercial invoice） 2 通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければな
らない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2 通を添付しなければな
らない。
(2) 税関告知書 CN22 又は CN23 は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語
で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HS コードもあわ
せて記載しなければならない。

（※ 編集註：
「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、
商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイス
のことです。
「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前
の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格

等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つとい
えます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームペー
ジ（http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）では、ダウンロー
ドできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。）

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23、さらに見積りイン
ボイス（Proforma invoice）又は商業インボイス（Commercial invoice） 3 通 ※、場合により原
産地証明書

（※ 編集註：
「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、
商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイス
のことです。
「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前
の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格
等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つとい
えます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームペー
ジ（http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）では、ダウンロー
ドできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。）
(3) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品（可能であれば HS コード）の詳
細な記載をする。
(4) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX 番号を記載すること。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、フランス語又は英語
6. 配達日……月曜〜土曜の午前（大都市では、日曜、祝日も配達する。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う（受取人から特別な申入れがあった場合に限る。）。
(3) 窓口での交付……行う（受取人から特別な申入れがあった場合に限る。）。
8. 国際スピード郵便の名称……Internationaler Schnellpostdienst (EMS)
9. その他の特別な条件

税関告知書 CN22 又は CN23 は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語
で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HS コードもあわ
せて記載しなければならない。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 麻薬…麻薬を包有する通常郵便物及び保険付書状
○ 書留書状…硬貨，銀行券，紙幣，各種の持参人払有価証券，旅行小切手，加工した又は
加工してない白金，金又は銀，珠玉，宝石その他の貴重品を包有する書留書状
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 印刷物…名あて国において販売又は流布を禁止されている印刷物
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ あへん…喫煙用あへん
○ エッセンス…酒精飲料用のエッセンス
○ 食料品…有害な物質の最高許容割合に関する法令に掲げられた物質を包有し又はそれ
らが付着している食料品で、当該物質の量がその法令に規定する量を超えているもの又は
法律上の規定に反する防腐剤若しくは酸化防止剤を包有する食料品
○ 肉等…肉及び肉製品並びにこの種の物品で、腐敗し、半分加工し、模造若しくは偽造し又
は損傷したもの
○ きのこ…食用きのこで、その輸入が食用きのこに関する法令で認められていないもの
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の社会問題省の
許可を得ている場合に限り許される。
○ 放射性物質…放射性物質は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
○ 食料品…食品の添加物で、法令により輸入が認められているものは、添加物の表示、純

度及び成分に関する規定に適合している場合に限り許される。着色剤は、その漏出を防止
するような方法で作成した元の容器に納められている場合に限り許される。
○ 卵 食 品 … 卵 食 品 の 輸 入 は 、 名 あ て 国 の 関 係 当 局 （ Instituts Federaux de controles
alimentaires）の許可を得ている場合に限り許される。
○ 毒物…毒物は､医学上､科学上､工業上又は農業上の目的で発送され､かつ､名あて国の
社会問題省の許可を得ている場合に限り許される｡ただし､大学､科学協会又は公共団体に
あてる場合には､それぞれの監督者の許可をもって社会問題省の許可に代えることができ
る。
○ 医薬品…医薬品は、特別の輸入手続に付される。名あて国が届出をした医薬品を正当な
権限を有する輸入業者が輸入する場合は、特別の許可を要しない。
名あて国で届出をしておらず、かつ、小売りのために小さな容器に納められた調合薬を輸入
する場合は、名あて国の関係当局（Bundes ministerium fur Gesundheit und Umweltschutz）
の許可を受けなければならない。医薬品、調合薬、ワクチン、獣の病気の原因となる病原菌
及び獣医学で使用される消毒剤は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許さ
れる。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 植物…名あて国で検疫を受ける必要のある植物
○ 動物…名あて国で検疫を受ける必要のある動物。みつばち、水ひる、蚕及び害虫に寄生
し及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換す
るもの並びに生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認
の施設の間で交換されるものを含む。
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 動物の肉等…動物の原材料、当該原材料を内容とする製品、動物の生産物（にわとりの
卵、卵黄、牛乳、精液等）及び獣の病気の原因となる病原菌を運ぶものは、名あて国の関
係当局の許可を得ている場合に限り許される。重量３キログラムまでの食肉及び加工肉で
あって個人から個人にあてて送られるものについては、特別の許可を要しない。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器…折りたたみ銃（狩猟用又はスポーツ用のものを除く。）。消音装置又は投光器付き
の銃砲。銃砲の消音装置及び投光器。他の物品と紛らわしい形態の武器。日用品の中に
秘匿された武器。
○ その他の武器…短銃、仕込み杖、鋼鉄製の鞭
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器、弾薬…携帯用武器（ピストル、輪胴式連発ピストル）及び弾薬（直径 6.35 ミリメートル
以下のものを除く。）は、個人が輸入する場合には、武器の携帯許可証又はこれに類似した
書類を有する場合に限り許される。
○ 軍 事 用 品 … 軍 事 用 の 武 器 、 弾 薬 等 は 、 名 あ て 国 の 内 務 省 (Bundesministerium fur

Inneres) の特別の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじ券、とばく用品及びその広告
2.1.5.2 条件付許容物品
○ たばこ…各種のたばこ製品及びたばこの代用品は、名あて国の大蔵省
(Bundesministerium fur Finanzen) の発行する特別の許可を得ている場合に限り許される。
贈物であって、400 本を超えない紙巻たばこ、100 本を超えない葉巻き又はこれらを組み合
わせたものは、総重量が 500 グラムを超えず、かつ、商売を目的としたものでない場合に
は、許可は不要である。
○ 塩…塩（塩化ナトリウム）、塩水、海水、ある種の調味料に含まれている粉末塩、つけもの
用塩水、塩菓子、浴用塩、塩化ナトリウムの混合物及びすべり止め製品は、名あて国の大
蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
○ 酒精飲料…ラム酒、アラク酒、コニャック及びリキュール酒以外のエチルアルコール（変性
しているかいないかを問わない。）、ブランディその他の酒精飲料は、名あて国の大蔵省の
発行する特別の許可を得ている場合に限り許される（ただし、2.5 リットル以下の酒類で個
人間の贈物とされるものを除く。）。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 金、銀等…名あて国の刻印に関する法律に違反する金、白金及び銀
○ 郵便による通信販売物品…郵便により通信販売される毒物（2.1.2.2 参照）、医療を目的と
する物品（薬草、医療器具等）、武器、弾薬及び花火製品
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 貨幣、金貨…名あて国の貨幣、金、非流通金貨、支払手段として無効な硬貨は、名あて国
の国立銀行 (Banque nationale d'Autriche) の許可を得ている場合に限り許される。
○ 銀行券の模造品…名あて国の国立銀行発行の銀行券の模造品又はその類似品は、同
行の特別の許可を得ている場合に限り許される。
○ 貴金属、宝石製品…貴金属及び宝石製品並びにこれらの模造製品は、禁止され又は特
別の検査等に付されることがある。貴金属製品と類似した卑金属製品で、金若しくは銀が
塗装され又は貴金属の装飾が施されたものは、これらの製品が貴金属製の物品と間違い
を生じさせるような表示又は名称を有していない場合に限り許される。
○ ラジオ、テレビ…ラジオ又はテレビの送信機及び受信機は、名あて国の郵便電信局
(Generaldirektion fur die Post und Telegraphenverwaltung) の許可を得ている場合に限り許
される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

132. オランダ
Pays-Bas (Netherlands)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……オランダ語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……440 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
6. 名あて国における保管期間……14 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること･･････取り扱わない。(税
関検査に付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法･･････郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 書籍、定期刊行物及び新聞を包有する通常郵便物には、税関告知書 CN22 をはり付けな
ければならない。郵便切手を包有する通常郵便物（外国の指定された事業体からオランダ
の切手収集家にあてられたものを含む。）についても同様とする。商品を包有する郵便物に
は、税関告知書 CN22 をはり付けるか、又は税関告知書 CN22 の上部のみをはり付けたうえ
税関告知書 CN23２通を添付することが必要であり、かつ、送り状１通をも添付しなければな
らない。
(2) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。
(3) 税関告知書 CN23 に内容品の総重量、正味重量及び内容品別の品名、数量並びに価格
を明細に記載されていない場合は、運送が遅延することがある。

送達条件（小包）

1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……2 枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……オランダ語又は英語
4. 速達……取り扱う。
速達による配達を行うのは小包か到着通知書か……小包
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……３週間
例外の場合……４週間
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……４週間
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 に内容品の総重量、正味重量及び内容品別の品名、数量並びに価格
を明細に記載されていない場合は、運送が遅延することがある。
(2) 商品を包有する郵便物には、インボイスを添付しなければならない。
(3) 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各
郵便物にインボイスを添付しなければならない。
(4) 配達不能となった場合の取扱い方に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経
済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送又は転送される。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN２２又は税関告知書 CN２３１通並びにインボ
イス２通
(3) 郵便物が同一差出人から同一受取人あてに同時に差し出された複数個口の場合は、各
郵便物にインボイスを添付しなければならない。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……オランダ語又は英語
6. 配達日……月曜～土曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行わない。
8. 国際スピード郵便の名称…… ―
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施
設の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間
で交換されるもの

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじ又は名あて国で禁止されている富くじに関する物品
1.1.2 条件付許容物品

○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科
学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ アニリン…アニリン染科。アニリン染料製造の際生ずる残りかすで、ひ素を含有するもの
○ アプサント…アプサント
○ 医薬品…名あて国において登録されていない、又は登録が保留されている医薬品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 肉及び肉製品（家禽類を含む）、牛乳、乳製品は、個人輸入及び商業輸入共に原産国の
獣医師が発行した証明書を添付する場合に限り許される。
○ 血清、ワクチン…血清及びワクチンは、名あて国において検査に付され、その結果によっ
ては、返送又は廃棄されることがある。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 条（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
○ みつばち、みつぶさ等…みつばち、みつぶさ及び中古のみつばちの巣箱は、名あて国の
農務大臣（Ministre de l'agriculture）の許可がある場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 弾薬、マッチ…携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信
管原料、マッチ
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 銃砲…銃砲及びその部分品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
○ 小火器…細身の短剣、飛び出しナイフ。メリケン。仕込みづえ。有毒かつ人を窒息させ又
は無力にする物質を発する小火器。秘密小火器（外観が武器でないもの）及びそれらの部
分品は、名あて国の法務大臣（Ministre de la justice）の許可証を添付している場合に限り許

される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 印刷物…名あて国の著作権法に違反する印刷物
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 商品等…商業上の目的で発送される物品は、名あて国の関係当局（Centrale Dienst voor
In－en Uitvoer, van Stolkweg 14,s' Gravenhage）及び、場合により、アムステルダムのオラン
ダ銀行（Nederlandsche Bank）の許可を得ている場合に限り許される。
○ 有価証券…流通中の支払証書、有価証券、債券証書、公債等の証書類は、アムステルダ
ムのオランダ銀行の許可がある場合に限り許される。
○ 贈物…贈物は、血縁又は友人関係にある個人間で交換され、名あて国内の個人の救済
又は援助のために発送される場合には、名あて国の関係当局の許可を必要としない。
○ たばこ及びたばこ製品
ア 事業者から個人あてに送付することは許されない。
イ 個人から個人あてに送付し、かつ、報酬又は支払が生じないものであって、次に掲げる
ものについては、それぞれ次に掲げる分量を限度として、組み合わせて送付することがで
きる。ただし、所定の税関告知書に内容品の正確な記載を行う必要があり、また、郵便物
の内容品の全部の価格の合計が、45 ユーロを超えてはならない。価格の合計が 45 ユー
ロを超えた場合、税関告知書が添付されていない場合又は税関告知書への記載が不十
分である場合は、郵便物は、税関当局により没収される。
(ア) たばこ…50 本まで
(イ) 葉巻…10 本まで
(ウ) シガリロ(1 本につき 3g 以下)…25 本まで
(エ) 巻きたばこ又はパイプたばこ…50g まで
ウ 名あて国において承認を受けた事業所あてに送付することは許される。

3. 国際スピード郵便物
○ 腕時計
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

89. カザフスタン
Kazakhstan (Kazakhstan)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語又はフランス語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限…… 4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて交換局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……30 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物
(3) 郵袋 1 個当たりの最高重量……20 キログラム
8. その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN22 又は CN23 には、郵便物の総重量並びに包有品ごとの正味重量及び価
格を明確に記載しなければならない。税関告知書に不完全な記載をした場合は、税関の許
可が得られないので、郵便物が返送されることがある。
(2) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは、書留及び保険付
郵便物の封かんのために使用することができない。
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終 13.2）
(4) 書留郵便物にできる限り受取人の携帯電話番号を記入しなければならない。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 4,000SDR、平面路 838SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて交換局
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量並びに包有品ごとの正味重量及び価格を明細に記
載しなければならない。税関告知書に不完全な記載をした場合は、税関の許可が得られな
いので、郵便物が返送されることがある。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）

(3) 小包のラベルにできる限り受取人の携帯電話番号を記入しなければならない。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ 書留郵便物又は保険付通常郵便物…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、
小切手、加工した又は加工していない貴金属、珠玉、宝石その他の貴重品若しくは外国の
貨幣を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 麻薬…麻薬、向精神薬物質及びその前駆物質(医薬品になっている場合を含む。) 、その
他有毒物質。
以下の物品については、個人使用の目的で送付することができない。商業目的で法人格の受
取人にあてられ、また、受取人が名あて国の政府機関の許可を受けている場合には輸入が許さ
れる場合がある。
○ 武器…すべての武器、銃弾及びその部分品。これらと同様の民間用の武器。
○ 技術刊行物…機密情報の不法入手に関する技術刊行物
○ 人間の臓器…人間の臓器又は部分。血液及び血液成分。
○ 植物…すべての形態、状態の植物、種子
○ 植物保護製品…2001 年 5 月 22 日の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の
附属書Ａ及び附属書Ｂの規定の対象となる植物保護製品
○ 漁網…水生生物資源を捕るための以下の用具。
− 直径 0.5mm 未満の繊維と 100mm 未満の網目サイズ（網目の一辺の長さが 50mm 未満）
であるナイロン又はその他ポリアミドの合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網
− 直径 0.5mm 未満の繊維と 100mm 未満の網目サイズ（網目の一辺の長さが 50mm 未満）
であるその他合成単繊維でできた手製又は機械製の漁網
− 電流を使って水生生物資源を捕獲するためのシステム又は装置
○ アルコール製品…アルコール製品、エチルアルコール、ビール
○ たばこ…たばこ製品とすべての種類の喫煙用の混合物
○ 放射性物質

○ 文化的工芸品
○ 傷みやすい食料品
○ オゾン層破壊物質
1.1.2 条件付許容物品
○ 遺骨壷…遺骨を入れた骨壷は、その他のものが入っていないことを明示する地方当局の
証明書がある場合に限り送ることができる。
○ 無線電子機器等…無線電子及び高周波数の装置及び設備は、名あて国の運輸通信省
(Ministry of Transport and Communications)の許可のある場合に限り送ることができる。
○ 記録媒体…記録媒体（フロッピー・ディスク、ビデオ、オーディオ）は、使用するコンピュータ
ーやオペレーティング・システムの型に関する情報が提示される場合に限り送ることができ
る。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 禁止物品
○ 1.1.1 に掲げる物品
○ 保険付小包…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、小切手、加工した又は加
工していない貴金属、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する保険付小包郵便物
○ 外国の貨幣
2.1. 2 条件付許容物品
○ 1.1.2 参照

67. ギリシャ
Grece (Greece)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ギリシャ語、フランス語又は英語
(6) 注意
(あ) 課税品包有の書状は､商目的のために送付される場合にのみ許され､かつ､２倍の関税
が課される｡
(い) 血清、ワクチン又はインシュリンを入れた管を包有する郵便物は、重量 500 グラムまで
のものに限り許され、かつ、関税を課されるものとする。
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(6)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う（ただし、銀行券又は持参人払有価証券を包有する
場合に限る。）。
6. 名あて国における保管期間……15 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) ギリシャは、税関検査に付される郵便物(書状及び葉書を除く。)について、通関料を徴収す
る。
(2) 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならな
い。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……フランス語、英語又はギリシャ語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Hellenic Post(ELTA) Customer Service, 2 Vilara Street 101 88
Athens Greece
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……１か月
例外の場合……２か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……１か月
10．その他の特別な条件
(1) 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書 CN23 に添付しなけ
ればならず、小包の中に封入してはならない。
(2) 税関告知書 CN23 には、贈物か商業上の価値を有する商品の別のほか、内容品の種類別
にグラムによる総重量、正味重量、数量、正確な性質及び価格を明細に記載しなければな
らない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。
(3) ギリシャは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料を徴収する。

(4) 救じゅつ小包又は贈物小包の通関条件は、次のとおりである。
(あ) 内容品が受取人本人及びその家族の個人的使用に供される次の品目の物品であっ
て、それぞれの右に掲げる数量を超えないものに限り、無税で配達される。
－ 食料品……10 キログラム
－ 木綿又は人絹の衣料品の新品（既製品であるかどうかを問わない。）……３キログラ
ム
－ はき物及び衣類（毛皮を除く。）の中古品……10 キログラム
－ 新品のはき物又はこれを製造するのに用いる牛の革……１足又は１足分
－ 婦人用コルセット類、医薬品及び個人用品……関税額 20,000 ドラクマを超えないもの
(い) 次の小包は、無料で配達される。
－ 衣類、はき物又は食料品を包有する慈善団体あての贈物小包で受取人が内容品を
当該団体の収容者に無償で配布することを留保して受け取るもの
－ 貧困の学校生徒の使用にあてられる学用品を包有する贈物小包
(う) 次の物品を包有する贈物小包は、内容品がそれぞれ、その右に掲げる数量を超えない
場合には、価格に対し 50 パーセントの率の割引関税の支払により配達される。
－ 新品の衣類（既製品であるかどうかを問わない。）及び毛織の下着……受取人１人に
つき３キログラム又は各種類につき６点
－ 寝具及び下着類（絹製品を除く。）……３キログラム
(え) 次の物品を包有する贈物小包は、内容品が各種類につき１個限りである場合には、価
格に対して 40 パーセントの率の割引関税の支払があれば配達される。
－ 紙ばさみ
－ 帳簿
－ 各種の学用品
－ 小児用のがん具
－ 婦人用手提ぶくろ
－ 帽子
－ めがね

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23１通及びインボイス１通

(3) 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならな
い。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ギリシャ語、フランス語又は英語
6. 配達日……月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う（ただし、課税されたものは、税関窓口で配達される場合があ
る）。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……Express Mail Service
9．その他の特別な条件
ギリシャは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料を徴収する。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ カルタ…カルタ
○ たばこ…巻たばこ用の紙、たばこ
○ サッカリン…サッカリン
○ 印刷物…公の秩序を害する印刷物
○ 貴重品…硬貨、白金、金、銀、宝石、珠玉その他の貴重品
○ 書留書状…紙幣及び旅行小切手を包有する書留書状
1.1.2 条件付許容物品
○ 練乳…練乳は、ギリシャ語で使用法を記載した票符がはり付けられている場合に限り許さ
れる。
○ 雑件…その他の禁止物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの

2.1.1.1 禁止物品
○ 武器…武器（販売の用に供されるものについては、2.1.1.2 参照）
○ 公序良俗に反する物品…公序良俗に反する物品
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 武器…販売の用に供される狩猟用の武器は、受取人が名あて国の警察当局の許可を得
ている場合に限り許される。
○ たばこ…葉巻製造用のたばこの葉は、名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可
を得ている場合に限り許される。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 腐敗した物品…腐敗した物品、腐敗するおそれのある物品
○ 肉…肉（なお、2.1.2.2 参照）
○ ハシシ等…ハシシ、嗅ぎたばこ
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の大蔵大臣の許可を得ている場合に限り許される。
○ 特許薬…ある種の特許薬は、名あて国の関係当局の許可を得なければ許されない。
○ 肉等…生肉、豚肉、ソーセージ、未加工の動物の皮、羊毛及び動物の角、ひづめその他
の部分並びにと殺くずは、原産地で旋毛虫病が流行していないことを証明する公の機関が発
行した書類が添付されている場合に限り許される。
○ 練乳…練乳は、ギリシャ語で使用法を記載した票符がはり付けられている場合に限り許さ
れる。
○ 中古品…中古の衣類、寝具、衣料品、履物及び袋並びに古紙は、純粋に個人的な用に供
されるものであり、かつ、消毒済証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 医薬品…医薬品は、容器及び外装に、名称、含有されている物質及び製造業者の住所氏
名が明らかに記載されている場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 弾薬、マッチ…携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信
管原料、マッチ
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ 雑件…塩、カルタ、花火、サッカリン、巻たばこ用の紙、巻たばこの製造に使用できる紙
○ 富くじ…富くじ券及び富くじに関する文書

○ 紙…すかし入りの紙
○ アルミニウム…板状のアルミニウム
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 紙…１平方メートルあたりの重量が 60 グラム以下の紙は、名あて国の国立化学研究所の
許可を得ている場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 有価証券、無線電信機…有価証券類、無線電信機及び携帯用無線電話機は、名あて国
の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

91. キルギス
Kyrgyz
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語、ロシア語又は英語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……150 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
(1) あてるべき官署……DEpartment d'Etat "Kirghiz Postacy" 227, avenue Tehuy, 720001
BICHKEK-1
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終 13.2）
(2) 差出人の氏名、記号、署名又は差出局の日付印が表示されていない粘着テープは、普通
通常郵便物及び書留郵便物の封かんに使用することができない。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限

(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、フランス語又はロシア語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 1,000 SDR、平面路 838 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……State Enterprise “Kyrgyz Pochtasy”, Head of the exploitation Section,
Chui, 227 street 720001, Bishkek, Kyrgyz Republic

7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……－
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可
書なしに輸入を許される。
(あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならな
い。
体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセ
ット、補聴器……各 1 個
手助器具……種類ごとに１個
写真用品（フィルムを除く。）……種類ごとに１個又は１組

コーヒー、ココア、キクチサ……２キログラム
茶……200 グラム
香辛料……100 グラム
食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について２キ
ログラムを超えないこと。
たばこ（葉を除く。）……１キログラム
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各１着
ワイシャツ及びブラウス……各１枚
下着類……３組
シーツ、テーブル･クロス……各２枚
くつ下……種類ごとに６足
帽子（ショールを含む。）……種類ごとに１個
日除け、カーテン……各３組
各種類の手袋……１組
手提げカバン、ハンドバッグ……各１個
小間物……種類ごとに 2 個又は１組
はき物……２足
食器類……５キログラム
各種類の香水及び化粧品……500 グラム又は１組
石けん及び洗濯用品……２キログラム
家庭用品（電気器具を含む。）……種類ごとに１個
印刷物（書籍、定期刊行物）、原稿等……各１部
各種類の小さな図表（カード、付せん等）……各１部、ただし、全体として 10 部を超えない
こと
各種類のレコード……異なる種類で 12 枚
楽器（弦楽器及び管楽器）……１個
狩猟及びスポーツ用品（狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。）…
…種類ごとに１個又は１組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに２個又は１組
事務用品及び文房具……種類ごとに１個又は１組
安価な鉛筆、ペン等……５本又は１組
銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内
プラスチック製品（窓用カーテン、日除け、ナプキン等）……500 グラム
(い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき 2 倍の関税
が課され、また内容品が制限数量の 2 倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送され
る。
(う) 小包には次の物品を包有してはならない。
銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬

及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写
真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすも
の、軍国主義的がん具（ピストル等）又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて
国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、
消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、
酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入
れられた食料品及び飲料（かん詰等）、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん
豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料
品（下着、服、はき物）、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテ
レビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィ
ルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び
肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美
術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学
上の製品
(3) 商社から発送される小包及び(2)の(あ)に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧
ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入
許可書を添付しなければならない。
(4) 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入
許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、(3)に掲げる輸入許可書及び送り
状を添付しなければならない。
(5) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある
旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。
(6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 書留郵便物又は保険付通常郵便物…硬貨、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切

手、加工した若しくは加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有す
る書留郵便物又は保険付通常郵便物
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫酸塩…青硫酸塩
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許され
る。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画､地図､楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。

○ 生肉、肉製品…生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維（これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照）
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において
縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人
的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又
は農政事務所への事前届出が必要です。）
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム…チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

47. デンマーク
Danemark (Denmark)

47.2 グリーンランド
Groenland (Greenland)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……デンマーク語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……2,786 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……14 営業日(局留の場合は 7 営業日)
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
（ア） 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム

(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ドイツ語、英語、デンマーク語、フランス語、ノル
ウェー語又はスウェーデン語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
7. 小包の配達方法……配達人による配達
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……2 週間
例外の場合…… －
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
小包…… －
留置小包…… －
10．その他の特別な条件
(1) 輸入に対し、従価税を課される商品を包有する小包については、差出人は、あらかじめ受
取人に送り状を送付しておかなければならない。
(2) グリーンランドあて平面路郵便物は、次に掲げる期間内に到着するよう差し出すことが望
ましい。
－ １月中旬から 11 月下旬まで……Angissoq, Arsuk, Faeringehavn, Frederikshaab, Godthaab,
Groennedal, Holsteinsborg, Ivigtut, Julianehaab, Nanortalik, Narssaq, Narssarssuaq, Prins
Christian Sund, Qutdleq, Sukkertoppen, Tingmiarmiut の各郵便局区内にあてるもの
－ ４月中旬から 11 月初旬まで……Christianshaab, Egedesminde, Godhavn, Jakobshavn,
Nipisat の各郵便局区内にあてるもの
－ ５月下旬から 10 月初旬まで……Umanak, Upernavik の各郵便局区内にあてるもの
－ 夏期の数週間又は数か月間のみ……Angmagssalik, Aputiteq, Daneborg, Danmarkshavn
（1974 年、1976 年等、２年ごと)，Dundas, Kap Tobin, Marmorilik, Mesters Vig, Scoresbysund,

Soendre Stroemfjord, Thule の各郵便局区内にあてるもの
(3) 次に掲げる郵便局区内あて航空郵便物は到着までに比較的長期間を要する。
Aputiteq, Daneborg, Danmarkshavn, Kap Tobin, Mesters Vig, Scoresbysund

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器、弾薬及び弾薬製造用の物品
○ カレンダー…コペンハーゲン大学の暦印のないカレンダー。ただし、単一の受取人にあてて
個人的に郵送するものについては、暦印は要求されない。
1.1.2 条件付許容物品
○ 有価証券等…有価証券(株券、債券及び配当券)、貨幣及び銀行券は、デンマーク国立銀
行 (Denmarks Nationalbank) の許可を得ている場合に限り許される。
○ 貴重品…白金、金、銀、宝石その他の貴重品を書留通常郵便物として発送する場合には、
税関告知書 CN22 をはり付けなければならない。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の公衆衛生局の特別許可を得ている場合に限り許される。
○ PCB、PCT…PCB 及び PCT 並びにそれらを使った物品は名あて国で定める条件を満た
している場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
○ はちの巣…はちの巣（人造のものを含む｡）は、許されない。
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるもの
とする。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの

2.1.4.1 禁止物品
○ マッチ…黄りんマッチ。安全マッチ以外のマッチ
○ ガスライター…ガスライター
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器、弾薬…次に掲げる物品は、名あて国の司法省 (Ministere de la justice) が発行する
輸入許可書が添付されている場合に限り許される。
すべての種類の銃砲及び弾薬。刀身が 12 センチメートルを超える刃物、あいくち又は仕込づ
え等の先端のとがった刃物（一般に工具として使用される小刀及びナイフを除く。）、携帯銃砲
用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 貨幣等…貨幣、郵便切手その他の印紙類、有価証券、持参人払債券、株券又はその配当
券等と誤認されやすい物品
○ 印章…名あて国の税関当局が使用している関税徴収済みの印章に類似する印章並びにこ
れを製作するために使用する原版及び道具類
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじ券並びにその広告類及び当せん番号表。馬券
○ 雑件…詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物
○ たばこ…紙巻たばこ
○ 肉…家きん類の肉
2.1.6.2 条件付許容物品
○ アルコール…アルコール類及びぶどう酒は、名あて国の税関当局の許可を得た企業により
輸入される場合に限り許される。ただし、個人にあてた少量のアルコール類及びぶどう酒は、
特別の許可を得ることなく、輸入が許される。
○ 畜産物…マーガリン、バター、脂肪、肉その他の畜産物は、名あて国の農業省 (Ministere
de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される（贈物小包として送付される柔らかい脂
肪又は肉のかん詰を除く。)。
○ 薬品…薬剤師用の薬品は、名あて国の政府公認の機関にあてる場合に限り許される。た
だし、原価が名あて国の貨幣で 100 クローネに相当する量を超えてはならない。
○ 有害な物質…伝染病を伝えるおそれのある物質及び人間の健康に有害な物質は、名あて
国の公認の機関にあてる場合を除き、名あて国の衛生取締当局の許可を得ていなければ許
されない。
○ フィルム…フィルムは、次の条件を満たしている場合に限り許される。
－包装には、堅固な木製の箱を使用すること。
－郵便物及び送状には、「Films」と極めて明らかに記載した票符を１枚はり付けること。
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

45. クロアチア
Croatie (Croatia)
送達 条件
送達条件(通常)
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱わない。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、クロアチア語、フランス語
又はドイツ語
(6) その他の条件……税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 には内容品の原産地を記入
すること。
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……5 日（留置郵便物については、30 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ取り扱う)。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 放射性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。
(2) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件(小包)
1. 小包の種類……連合小包

(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計２メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、クロアチア語、フランス語又はドイツ語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……30 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……30 日
例外の場合……60 日

送達条件(国際スピード郵便)
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等

(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23 及びインボイス１通
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語…… ―
6. 配達日……書類：月曜～土曜 物品：月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付…行う。
8. 国際スピード郵便の名称……EMS

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじの券、広告その他の物品
○ 金属札…名あて国の硬貨に酷似した金属札
1.1.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科
学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 印刷物…名あて国において有料又は無料で配布する目的をもって、印刷物を発送するこ
とは、許されない。名あて国において、この種の印刷物を受け取ることを許されているの
は、次の３書籍店のみである。
1) Zagrebacko Knizarsko preduzece, Zagreb
2) Znanstvena knjizara izdavackog zavoda Jugoslovenske akademije
znanosti i umetonosti, Zagreb

3) Tehnicka Kniga, Zagreb
○ 武器、弾薬…武器及びその部品並びに弾薬
○ 貨幣…名あて国の貨幣
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 電話機、電信機…電話機及び無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場
合に限り許される。
○ 地図…地図は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 猟銃…猟銃及びその弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ エッセンス…人工の酒精飲料製造用のエッセンス
○ 堕胎薬…堕胎用の薬品
○ 軍服…名あて国以外の国の軍服
○ 食器…鉛の含有量が 10 パーセント以上の食器
○ 酒精飲料…硫酸を含有する酒精飲料
○ 酵母…石こう、白墨、サッカリンその他の有害な物質を含有する酵母。効力を有しない酵
母
○ 食料品…硫酸の含有量が 0.035 パーセント以上の食料品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて
国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。
○ 医薬品…医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合又は研究上の目的で名
あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。もっとも、人体用の血清、獣
医用のワクチン及び肝臓ジストマ病の治療薬に対しては、この制限は、適用されない。
○ 毒物、酢酸…毒物及び酢酸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 蚕種…蚕種
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 動物性食品…肉、肉製品、魚、卵、その他動物性食品は、差出国の検疫証明書がある場
合に限り許される。検疫証明書が添付されていない場合、郵便物は名あて国で処分される
か、又は差出国に返送される。差出国に返送された際は、差出人に検疫にかかる料金が課
される。
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）について
は、昭和 25 年農林省告示 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において縦覧に
供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的
な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政
事務所への事前届出が必要です。）
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 雑件…巻たばこ用の紙、原産地を偽って表示した物品
○ コーヒー…個人にあてられた郵便物１個につき５キログラムを超えるコーヒー
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 相続品等…海外で相続した物品及び国家間で締結された契約に基づき供給された物品
は、その契約に従って輸入される場合に限り許される。
○ 職業用物品…個人であって、知的職業に従事している者にあてられた当該職業のために
用いる物品（器具、再生品、部品）は、特別の条件に適合している場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

92-2. コソボ
Kosovo (Kosovo)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……2 キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……100 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については、1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Office of Exchange, 11000 Pristina, Republic of Kosovo
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
6. 名あて国における保管期間……2 日（留置郵便物については、1 か月）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部及び郵袋に納めら
れた郵便物
(3) 郵袋 1 個当たりの最高重量……20 キログラム

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包

2.
3.
4.
5.
6.

大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
速達……取り扱う。
保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……1,000 SDR
取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……TPC-10000, Pristina, Republic of Kosovo

7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包……2 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……3 日（留置郵便物については、1 か月）
例外の場合……5 日（留置郵便物については、1 か月）

禁 制 品
181. セルビアにおいて定めるところに同じ。

各国共通の条件を参照

144. サンマリノ
Saint-Marin (San Marino)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱わない。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語又はイタリア語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱わない。
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間…… ―
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包

大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……フランス語又はイタリア語
4. 速達……取り扱う（10 キログラムまでの小包に限る。）。
速達による配達を行うのは小包か到着通知書か……小包
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……1,633 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
7. 小包の配達方法……配達人による配達(ただし､300,000 リラを超える保険付小包については
窓口交付)
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……１か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……１か月
10．その他の特別な条件
84. イタリアの項 10.に同じ。

送達条件（国際スピード郵便）
84. イタリア参照

禁 制 品
1. 通常郵便物
2.参照

2. 小包郵便物

各国共通の条件を参照

2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 公序良俗に反する物品…公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画そ
の他の物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 酒精飲料等…メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、
化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムア
ルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物
○ 有害な食品…腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品
○ 肉…生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉（かん詰としたものを除く。）。た
だし、これら以外の肉は、１キログラムまでに限り許される。
○ 汚染物品…ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具
○ ガス…毒ガス
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 医薬品…名あて国以外の国の特許薬（血清、ワクチン及び殺虫剤）及び名あて国で登録
されていない食じ療法用の製品は、受取人の治療のため又は薬学、毒物学、化学の実験
若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の衛生当局（Ministere de la sante）の許可を得ている場合であって、保
険付小包としたものに限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
○ 動物…生きた動物
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器…武器及びその部品
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器…狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬
は、名あて国の内務省（Ministere de l'interieur）の輸入許可証を添付する場合に限り許され
る。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.1 禁止物品
○ 金…加工しない金の地金、のべ棒、固まり、粉又ははく

○ たばこ…刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ
2.1.5.2 条件付許容物品
○ ライター等…ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可
を得ている場合に限り許される。
○ 塩…岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許
可を得ている場合に限り許される。
○ りん等…黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火
合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ はかり、物差…名あて国の法令に違反するはかり及び物差
○ 貨幣等…イタリアの硬貨、銀行券及び持参人払有価証券（ただし、交換のために名あて国
の銀行あてに名あて国以外の国の銀行から直接送られる場合を除く。）
○ カルタ…カルタ
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 貴金属…プラチナ製品、金製品、宝石及びその他の貴重品は、保険付小包とする場合に
限り許される。
○ 無線電信機等…無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分
品は、名あて国の郵電省（Ministere des Postes et Telecommunications）の許可を得ている
場合に限り許される。
○ フィルム…映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。
○ 郵便切手…切手商にあてた郵便切手は、税関告知書 CN22 C1 又は税関告知書 CN23
C2／CP3 を添付して発送する場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
2. 小包郵便物参照

66. 英国の海外領土

66.6 ジブラルタル
Gibraltar
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語又はスペイン語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱わない。
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
6. 名あて国における保管期間……28 日(留置郵便物については、１か月)
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包

大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱う。
速達による配達を行うのは小包か到着通知書か……小包
5. 保険付小包……取り扱わない。
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……28 日
例外の場合……56 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……28 日
例外の場合……56 日

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 禁止物品
○ 富くじ…富くじ券及び富くじに関する文書
○ ライター…ブタンガスを充てんしたガスライター及びそのガスボンベ
2.1.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上の目的で発送され、かつ、名
あて地の医務長官が発行する許可書が添付されている場合に限り許される。
○ 武器、弾薬…武器及び弾薬は、名あて地の総督の許可がある場合に限り許される。

63. ジョージア
Georgie (Georgia)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……200 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(5)参照
(3) 名あて国における取扱局……保険付書状は、次の郵便局区内にあてるものに限る。
Tbilissi, Batonmi その他主要地の局
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Centre republicain des transports postaux, 2, place Vokzaluaya,
380000 TBILISSI, REP. DE. GEORGIE
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……２か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物
8. その他の特別な条件
(1) 通常郵便物によりジョージアにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件
については、送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
(2) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包

(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱う。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……653SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて交換局
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知・・取り扱わない。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……2 か月
例外の場合……3 か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……2 か月
10. その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）
(3) 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。

禁 制 品
1. 通常郵便物

各国共通の条件を参照

1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 貴重品…現地通貨、外国通貨、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小
切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損失を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手(名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。)、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具(名あて国の関係当局
(Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫酸塩…青硫酸塩
○ 有毒物質、薬品…有毒物質、Ministry of Health の許可のない薬品、ホルモン製剤、血液
製剤
○ 放射性物質…放射性物質
○ 危険な物質…爆発性、可燃性、その他危険な物質
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許される。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画､地図､楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品…生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫、蚕、寄生
虫及び有害虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬。催涙ガス、神経ガスとそれらの
使用器具
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム…チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支

払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出し
た記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

157. スイス
Suisse (Switzerland)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、フランス語、イタリア語
又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限･･････1,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……７日(留置郵便物については、1 か月)
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 放射性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。ただし、速達に限る。
(2) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム

2.
3.
4.
5.
6.

(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ドイツ語、フランス語、イタリア語又は英語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 1,000 SDR、平面路 1,000 SDR
取戻し及びあて名変更……取り扱わない。

7. 小包の配達方法……配達人による配達（保険付小包を除く。）及び窓口交付（保険付小包に
限る。）
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……30 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……30 日
10．その他の特別な条件
税関告知書 CN23 には、内容品の種類別に、品名、数量、重量、価格等を明細に記載する
必要がある。通信販売など差出人・受取人の間で料金決済が発生する内容品の小包には、
その内容品の価格に関わらず、インボイス１通を郵便物に内装し、またインボイスの写し１通
を税関告知書 CN23 に添付しなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載及び税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23 2 通及びインボイス 2 通

4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、フランス語、イタリア語又
は英語
6. 配達日……月曜～土曜（土曜は午前のみ）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……URGENT

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 麻薬、向精神剤…麻薬及び向精神剤
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 無線送信機…小型の無線送信機
○ 公序良俗に反する物品…公序良俗に反する記載を有する物品
○ 電波探知機…電波探知機
○ 宣伝物品…名あて国の安全、独立、中立、他国との関係及び政治体制を脅かすおそれの
ある宣伝物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 麻薬、向精神剤…吸煙用のあへん及びその吸いかす、ジアセチルモルヒネ及びその塩、
向精神剤
○ アプサント…アプサント及びこれと類似の物品
○ 動物、動物の肉等…奇蹄類及び偶蹄類並びにこれらの肉、肉製品（かん詰を除く。）及び
原材料（皮、毛、角、つめ、骨等）

2.1.2.2 条件付許容物品
○ 汚染物品…天然痘、コレラ、ペスト又は発しんチフスの発生している国から発送された中
古の衣料品及び寝具並びにぼろくずは、消毒され、かつ、それを証明することができる場合
に限り許される。
○ 汚染食品…コレラの汚染区域にある国から発送された加工した又は加工しない蛙の肉、
魚、甲殻類、貝類並びに生の又は冷凍の野菜及び果物は、それらがコレラによって汚染さ
れていない地方で生産、加工、格納されたものであるという公式の証明書がある場合に限り
許される。
○ 麻薬、向精神剤…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬及び向精神剤は、医学上又は
科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の連邦公衆衛生局（Office federal de la sante
publique）の許可を得ている場合に限り許される。
○ 血清、ワクチン…
(1) 血清及びワクチン（獣医用のものを除く。）は、名あて国の連邦公衆衛生局が発行した許
可証が添付されている場合又は医師若しくは薬剤師にあてて発送された場合に限り許され
る。
(2) 獣医用の血清及びワクチンは、名あて国の獣医局（Institut vaccinal, 4000 Bale 25）の許
可を得ている場合に限り許される。
○ 肉、肉製品…生肉、肉製品及び家畜の飼料は、名あて国の関係当局（Office veterinaire
federal）の許可証を得ている場合に限り許される。ただし、非商業目的で個人から個人にあ
てて、かつ、その重量が 10 キログラム以下で、贈物又は見本として発送されるものは、この
限りでない。
○ 精液、受精卵…動物の精液又は受精卵
○ 動物の死体…動物の死体又は死体の一部
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 雑件…わな、折り畳み銃、保護鳥のはく製及び羽毛
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
○ 武器…迷彩又は偽装を施した射撃用武器
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 昆虫､だに､線虫…生きた昆虫、だに、線虫及び植物の培養菌は、名あて国の関係当局
（Office federal de l'agriculture du Departement federal de l'economie publique）の許可を得
ている場合に限り許される。
○ 植物…2.1.3.1 の植物以外の植物は、名あて国の関係当局（Office federal de l'agriculture）
の許可を得ている場合に限り許される。
○ 森林樹…生きた植物及び森林樹並びにこれらの種子及び果実は、名あて国の関係当局
（Office federal des forets）の許可を得ている場合に限り許される。

2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 火器、銃砲…火器、銃砲（スポーツ、狩猟及び戦闘の用途、収集目的を含む。）
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 戦争用資材…戦争用の資材は、名あて国の国防省（Direction de l'administration militaire
federale）の許可証が添付されている場合又は名あて国の兵器製造機関（Ateliers de
constructions federaux a Thoune 又は Fabrique federale d'armes a Berne）にあてて発送さ
れる場合に限り許される。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 塩…食塩及び家畜用の塩は、名あて国の関係当局（Salines du Rhin 又は Departement
des finances du canton de Vaud）の許可を得ている場合に限り許される。
○ アルコール…アルコールは、名あて国のアルコール類監督局（Regie federale des alcools）
にあてる場合に限り許される。ただし、受取人の個人的な消費にあてられるエチルアルコー
ルで、その重量が５キログラムを超えないものは、この限りでない。
○ 酒精飲料…アルコール含有度が 75 パーセント以上の酒精飲料（ただし、ぶどう酒、コニャ
ック、アルマニャック、ラム及びタフィアについては、最高限 78 パーセントまで、その他につい
てもアルコール含有度が 80 パーセントを超えてはならない。）を個人あてに輸出する場合に
は、名あて国のアルコール類監督局の特別の許可を得、かつ、税関告知書 CN23 に品質、
重量及び含有するアルコール分のパーセンテージが明記されている場合に限り許される。
○ 液体計量器…液体計量器（目盛をつけたコップ、茶わんその他の容器を含む。）は、名あ
て国において検査に付され、その結果によっては、返送又は廃棄されることがある。
○ 貴金属製品…貴金属製品は、名あて国の 1933 年６月 20 日付け連邦法の規定する条件を
満たしている場合に限り許される。
○ 貨幣類似品…名あて国の貨幣と類似の物品は、名あて国の大蔵省（Departement federal
des finances）の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 富くじ…名あて国で禁止されている富くじに関する物品
○ 紋章…商品として売却のために発送される物品及びその包装にスイス連邦の紋章を付し
たもの。
○ 「Croix-Rouge」（「赤十字」）の文字を有する物品…「Croix-Rouge」又は「Croix de Geneve」
の文字は、スイス当局の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.6.2 条件付許容物品
○ バター…バターは個人間の贈物として輸入される場合は 500 グラムまで許される。ただし、
商業的基盤に基づいた輸入は許されない。
○ 放射性物質…放射性物質は、名あて国の連邦公衆衛生局（Office federal de la sante
publique）の許可を得、かつ、申請者が責務を負い、その企業が法律上の要求を満たしてい

る場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

156. スウェーデン
Suede (Sweden)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……1,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う（ただし、あて名変更については、住所の変更に限る。）。
（あてるべき官署）……Posten Meddelande AB, Customer Service, Foreign Claims Letter,
SE-105 00 STOCKHOLM, SWEDEN
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
書留書状に包有することができる貴重品の価格の最高限……500SDR
6. 名あて国における保管期間……30 日（配達ができず、受取人の申し出を必要とする普通通
常郵便物は 14 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物
8. その他の特別な条件
(1) 書籍、定期刊行物及び新聞を朋友する通常郵便物には、税関告知書 CN22 をはり付ける
ことが必要であり、これらの郵便物が商業上の目的でなしに発送される場合には、「Cadeau」
(「贈物」の意）の記載を有しなければならない。郵便切手を包有する郵便物についても同様と
する。商品を包有する郵便物には、差出人の署名のある送り状１通を添付することが必要で
ある。
保険付書状の内容品の最大の商品価格は、1000SDR とし、価格が当該制限を超える保険
付書状は、差出国に返送されます。
書留郵便物の内容品の最大商品価格は 500SDR とし、価格が当該制限を超える書留郵便
物は、差出国に返送されます。

(2) 伝染性物質を包有する航空書留書状をあてることができる。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……1,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……14 日
例外の場合…… ―
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……14 日
10．その他の特別な条件
(1) 税関手続を容易にするため、差出人の署名のあるインボイス 1 通を添付しなければならな
い。
(2) 保険付小包の内容品の最大商品価格は、1000SDR とし、価格が当該制限を超える保険
付小包は返送されます。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23１通。さらに見積り
インボイス（Proforma invoice）又は商業インボイス（Commercial invoice）※１通。

（※ 編集註：「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするも
ので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるイ
ンボイスのことです。
「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が
決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品など
について価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の
性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆ
うびんホームページ（http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）
では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞ
ご利用下さい。）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……スウェーデン語、デンマーク語、ノ
ルウェー語、フランス語、ドイツ語又は英語
6. 配達日……月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行わない。
(3) 窓口での交付……行わない。
8. 国際スピード郵便の名称…… －
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる（禁制品 2.1.3.2『生きた
みつばち』参照）。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の
間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 富くじ、と博…名あて国以外の国の富くじ若しくはと博又は名あて国において禁止されてい
る富くじ若しくはと博に関する物品
○ 雑件…その他の禁止物品については、2.参照
1.1.2 条件付許容物品
○ 貨幣、銀行券…100 スウェーデンクローネを超える硬貨及び銀行券は、あらかじめスウェ
ーデン銀行 (Banque de Suede) の許可を得ている場合に限り許される。
○ 有価証券…為替手形を除く有価証券は、あらかじめスウェーデン銀行 (Banque de Suede)
の許可を得ている場合に限り許される。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 麻薬…大麻、大麻からの抽出物及び染料、その他名あて国の公衆衛生局及び社会安全
当局が指定した物質
○ 堕胎用品…直径２センチメートル以下で長さ 10 センチメートル以上の腟注入に使用する梨
形の管
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 避妊用品…避妊用品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 堕胎用品…腟検鏡は、次の者にあてる場合に限り許される。
－ 薬局の経営者
－ 当該物品を販売することを許されている者
－ 名あて国の公衆衛生局及び社会安全当局の許可を得た者
○ 注射器等…注射器及び注射針は、薬局の経営者又は名あて国の公衆衛生局及び社会
安全当局の許可を得ている者を名あて人とする場合に限り許される。
○ 麻薬…麻薬は、受取人が輸入業者としての許可を名あて国の公衆衛生局 (Direction
nationale de la sante publique) 及び社会安全当局から得ている場合に限り許される。
○ 動物性食品…動物性食品は、あらかじめ名あて国の関係当局 (Administration nationale
de l'alimentation) の許可を得ている場合に限り許される。

○ 植物性食品…木の実及び木の実から製造される植物性食品は、名あて国の関係当局
（Administration nationale de l'alimentation）の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き、植物検疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によ
るものとする。
○ 生きた動物…生きた動物の輸入は許されない。（蜂、蛭、蚕は除く）
2.1.3.2 条件付許容物品
○ 動物の精液…動物の生きた精液は、名あて国の関係当局 (Direction nationale de
l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される。
○ 生きたみつばち…生きたみつばちは、直接、次の機関にあてる場合に限り許される。
Lantbruksuniversitetet, Forsoksavdelningen for bin, S-750 07 UPPSALA, SUEDE
○ 動物製品等…次の物品は、名あて国の関係当局 (Direction nationale de l'agriculture) の
許可を得ている場合に限り許される。
－ 動物から作られた、食品以外の製品
－ 動物と接触することに目的がある道具類
○ 種子等…根菜、野菜、豆科植物及び芝草の種子は、名あて国の関係当局 (Direction
nationale de l'agriculture) の許可がある場合に限り許される。種子は、国際種子検査協会（Ｉ
ＳＴＡ）に加盟している差出国関係当局の検査証明が添付されている場合に限り許される。
森林の樹木の種子等及びはんの木、とねりこ、はこやなぎ、あかしで、かば、ぶな、かし、も
み、しなの木、からまつ、かえで、ポプラ又は松の苗木又は若芽は、名あて国の関係当局
(Inspection nationale des forets) の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 弾薬、マッチ…携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信
管原料、マッチ
○ 短剣等…短剣、飛び出しナイフ
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 銃砲…銃砲及びその部分品は、名あて国の関係当局の許可を得、かつ、保険付とした場
合に限り許される。
○ 弾薬…携帯銃砲用の弾薬で爆発性又は発火性を有しないものは、名あて国の関係当局
の許可を得ている場合に限り許される。
○ 放射性物質…放射性物質は、名あて国の関係当局（Institut national pour la protection
contre les radiations）の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 医薬品…医薬品は、次の者にあてる場合に限り許される。

(ア) 名あて国において当該医薬品を販売することを許されている者又は当該医薬品を
用いて他の物品を製造することを許されている者
(イ) 名あて国のアカデミー又は大学に所属する研究機関（衛生関係機関を除く｡）で当
該医薬品をその業務上必要とするもの
(ウ) 名あて国の国立の研究機関又は地方公共団体所属の研究機関で当該薬品をその
業務上必要とするもの
○ 有毒物…有毒物は、次の者にあてる場合に限り許される。
(ア) 名あて国において当該薬品を販売することを許されている者又は当該薬品を用い
て他の物品を製造することを許されている者
(イ) 名あて国のアカデミー又は上級学校に所属する研究機関で当該薬品をその業務上
必要とするもの
(ウ) 名あて国の公衆衛生局の許可を得た者
○ 微生物等…生きた微生物は、名あて国の国立細菌学研究所長（Chef du Laboratoire
national de bacteriologie）にあてる場合に限り許される。
○ 酒精飲料…重量比で 1.8 パーセント以上のアルコール分を含有する酒精飲料（ぶどう酒を
含む｡）及び重量比で 2.8 パーセント以上のアルコール分を含有するビールは、次の者にあ
てる場合に限り許される。
－ 名あて国の酒類専売公社 (Vin-& Spritcentralen)
－ 名あて国の酒類専売公社から輸入許可を与えられた者
○ 化粧水等…アルコールを含有する香水、化粧水その他の物品は、名あて国の関係当局
の許可を得ている場合に限り許される。
○ 蒸留装置…アルコールの蒸留装置及びその付属品は、次の者を名あて人とする場合に
限り許される。
－ 名あて国国家
－ アルコールの製造許可を得ている者
－ 名あて国国家の監督下にある薬局、研究所又は教育機関
－ 病院
－ 名あて国の公衆衛生局及び社会安全当局の許可を得ている者
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 金…未加工の金（白金メッキの金及び金又は白金メッキの金による製品を含む｡）及び金
貨は、スウェーデン銀行 (Banque de Suede) の仲介により発送される場合に限り許される。
○ 金、白金、銀…加工した金、白金及び銀は、名あて国で製造されている同種の製品に対
し、名あて国の法律が課しているのと同一の条件を満たしている場合に限り許される。
○ ビール…ビールは、アルコール濃度に応じて一定の表示をしている場合に限り許される。
○ ガスマスク等…下記の物品は、名あて国の関係当局 (the War Equipment Inspection
Bureau of the Ministry of Trade) の許可を得ている場合に限り許される。
－ ガスマスクその他の対毒ガス製品、酸素噴出器、空気清浄器等

○ マーガリン等…マーガリン、油性乳濁液及び人工油は、名あて国の関係法令 (the Food
Code) の規定に従って包装してあるもの又は到着後に受取人が税関において包装したもの
に限り許される。
○ バター…バターは、名あて国の農務局 (Direction generale de l'agriculture) の許可を得て
いる場合に限り許される。なお、バターを発送する場合には、容器のふた及び底並びにこれ
らの面以外の相対する２面に、３ミリメートル以上の大きさの文字で、容易に消えないような
方法で「Import」の記載を行うことが必要である。
○ 卵…鶏卵は、明瞭なかつ容易に消えない方法による “Import" 又は “Imp." 及び原産地
の国名の記載を有するものに限り許される。ただし、あらかじめ名あて国の農務庁 (the
General Directorate of Agriculture) の許可を得ている場合はこの限りでない。
○ 貨幣、銀行券…硬貨及び銀行券は、名あて国の国立銀行の許可を得ている場合に限り許
される。

3. 国際スピード郵便物
○ 貴金属、宝石、腕時計、硬貨、銀行券、有価証券などの貴重品
○ 権利のないものに悪用されるおそれのあるキャッシュカード、クレジットカード、テレホンカ
ードのようなプラスチックカード
○ タバコ
○ ワイン
○ アルコール
○ 武器及びその部品
○ 弾丸
○ 不法薬物及び麻薬
○ 冷蔵品、冷凍品または生もの
○ 納骨壷、身体の一部及び臓器
○ 動物（送達条件「9. その他の特別な条件」に掲げるものを除く。）、鳥及びそれらの一部
その他は 1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

55. スペイン
Espagne (Spain)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語、スペイン語又は英語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……2,531SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……15 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない（税関検査に
付される場合のみ可）。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 商業物品を送付する場合には、フランス語、スペイン語又は英語で記載された商業インボ
イス (Commercial Invoice)を添付すること。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル

2.
3.
4.
5.

重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……1 枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……スペイン語、フランス語又は英語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……2,668 SDR

6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Oficina de Cambio Madrid Barajas, Trespaderne S/N 28070 Madrid,
SPAIN
7. 小包の配達方法……窓口交付（場合によっては、配達人による配達）
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……－
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……15 日
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければな
らない。これに違反するときは、小包は返送されるか又は名あて国の関税規則によって罰
金が課される。
(2) 商業物品を送付する場合には、フランス語、スペイン語又は英語で記載された商業インボ
イス (Commercial Invoice)を添付すること。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メート
ル

(2) 重量……20 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23（商業物品を送付
する場合は、さらにフランス語、スペイン語又は英語で記載された商業インボイス 1 通）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語、スペイン語又は英語
6. 配達日……月曜～土曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……Postal Expres Internacional

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 書留書状…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は
加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
○ たばこ等…たばこ、マッチ、名あて国の衛生法に違反する薬品、トランプ、マージャンのパ
イ、公序良俗に反する絵又は記載を有する物品、富くじ券
○ 綿の実…綿の実（名あて国の紡織産業保護協会 (Instituto de Fomento de la produccion
de Fibras Textiles Espanolas) にあてるものを除く。）
○ 雑件…その他の禁止物品については、2.参照
1.1.2 条件付許容物品
○ 雑件…2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品

2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ 薬品…処方の明らかでない薬品及び名あて国の衛生法に違反する薬品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の麻薬取引に関する規則に違反していない場合に限り許される。
○ 血清等…血清、ワクチン、臓器液療法剤、消毒剤及び母乳代用品を郵送する場合には、
容器に消毒済み証明書を添付しなければならない。
○ 郵便葉書…雲母、粉ガラス等の薄片をちりばめた郵便葉書は、密封した封筒に入れてあ
る場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
○ サッカリン…サッカリンを含有する食料品は、郵送することができない。
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づ
き植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」による
ものとする。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬等…軍需品及びあらゆる種類の武器
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 石油…鉱油、潤滑油、ワセリン、タール、パラフィン、ベンゾール、石炭（泥炭を含む｡）の蒸
留油及びブタンガスは、名あて国の石油管理局 (Administration de la Regie du petrole) を
仲介として発送される場合に限り許される。
○ たばこ…たばこは、セウタ (Ceuta) 及びメリラ (Melilla) にあてる場合に限り許される。ま
た、カナリー諸島あてのたばこは、受取人が定められた輸入税を支払う場合に限り許され
る。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 雑件…名あて国の海運省（Ministere de la marine）発行の水路図の複製品。名あて国の著
作権法に違反する印刷物。西カリフ朝時代の銅貨。公序良俗に反する物品。トランプ。マー
ジャンのパイ。名あて国の商標（未登録の商標又は偽造した登録済み商標を含む｡）の入っ
た外国製品
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 貴重品…珠玉その他の貴重品は、名あて国の商務省 (Ministere du Commerce) が発行
する輸入許可証が添付されている場合に限り許される。
○ 紙幣…紙幣は、スペイン銀行 (Banque d'Espagne) の関係部局 (Instituto espanol de
moneda extranjera) の許可状が添付されている場合に限り許される。
○ 信仰用品等…ロザリオその他の信仰用物品は、パレスチナ (lieux saints) 製のもので、名

あて国の宗教法人 (l'oeuvre Pie de Jerusalem) によって輸入される場合に限り許される。
○ 野菜等…野菜又は果物、塊茎、球根、接木等は、名あて国の農業省 (Ministere de
l'agriculture) で定める公衆衛生規則に違反しない場合に限り許される。
○ 動物、肉等…動物又は肉、皮、獣脂、角、ひづめ及びそれらの製品並びに海洋ほ乳類、
魚、甲かく類、軟体動物又はそれらの一部は、名あて国の農業省又は商務省 (Ministeres
de l'agriculture ou du commerce) で定める公衆衛生規則に違反しない場合に限り許される。
○ 食料品、飲料…すべての種類の食料品及び飲料は、名あて国の衛生局 (Direction
generale de la sante)
で定める衛生規則に違反しない場合に限り許される。
○ 獣医用特許調剤等…血清、ワクチン、家畜の病気予防又は治療に使用される診断用生物
成分は、名あて国の関係当局の定める規定に違反しない場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

151 の 2 スロバキア
Slovaque (Slovak)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フラン
ス語又は英語
(6) 注意……贈物又は植物を包有する通常郵便物の通関条件については、送達条件（小包）
の 10.「その他の特別な条件」参照
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……843 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(6)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（ あ て る べ き 官 署 ） … … Direction du transport Postal, Section des reclamations
internationales, 54, rue Tomasikova, 83270 BRATISLAVA 3,
SLOVAQUIE
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１８日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ

2.
3.
4.
5.

ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……20 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フランス語又は英語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。

保険金額の最高限……航空路 843 SDR、平面路 84 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Office of Exchange Brastislava 090, Slovakia, Tomášikova 54, 800 90
Brastislava 3, Slovak Republic
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……18 日
例外の場合……30 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……18 日

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23（商品見本又は商
品の場合は、さらにインボイス１通）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚

5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フランス
語、ロシア語、英語又はドイツ語
6. 配達日……月曜～金曜（土曜、日曜は一部の地域のみ配達。祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……Zrychlena posta/EMS
9. その他の特別な条件
(1) 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していな
い白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。
(2) その他は 1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
2. 参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 禁止物品
○ 栽培用のぶどうの木及び挿し木並びに根
○ ラズベリーの灌木及びアメリカンピーチの木の苗木並びにくりの木の苗木（生きているもの
に限るものとし、種及びバラ科の宿主植物を除く。）
○ 森林樹の挿し木及び根並びに若木
○ チコリーの根（チコリウム・インテュブス・サティヴム）その他のもの
○ 生肉
○ 地球のオゾン層破壊物質を含有する製品
○ 麻薬生産用の向精神物質を含有する植物性繊維
○ 中古の卑金属製品
2.1.2 条件付許容物品
○ ワシントン条約で規制されている物品……ワシントン条約に基づく輸出許可証を添付して
いる場合に限り許される。

○ 動物性生産品、牛乳及び酪農品、鳥卵及び天然はちみつ……商業目的で送付される場
合は、名あて国の国家動物局が発行する許可証、名あて国の経済省が発行する許可証及
び名あて国の国家基準検査局が発行する証明書を添付している場合に限り許される。ただ
し、商業目的でないものについては、獣医学的証明書が添付されていれば足りる。
○ 植物及び植物性生産品……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可
証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に
限り許される。
○ 生きている植物……生きている植物及びその部分（果実及びナッツ、種、塊茎並びにりん
茎を含む。）、すべての植物性生産品（乾燥したものに限る。）、木材（皮をはいでいないもの
に限る。）、皮及び泥炭は、輸出国が発行する植物検疫証明書が添付されている場合に限
り許される。
○ 植物等……食用の野菜、根、塊茎及び果実（ナッツを含む。）、かんきつ類及びメロンの果
皮、穀物、各種の種及び果実、工業用、医薬用及び飼料用の植物、樹脂並びにその他の植
物材料は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家
検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に限り許される。ただ
し、商業を目的としない場合は、植物検疫証明書のみで足りる。
○ コーヒー、茶及び香辛料……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可
証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書を添付している場合に
限り許される。ただし、商業を目的としない場合は、植物検疫証明書のみで足りる。また、商
業を目的としない場合であって、家庭用の包装物品の場合は、植物検疫証明書を必要とし
ない。
○ 麻薬及び向精神薬……名あて国の保健省の許可を得ている場合に限り許される。商業を
目的とする場合は、さらに名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査
局が発行する証明書を必要とする。ただし、個人あてに麻薬及び向精神薬の成分を含む医
薬品を送付することは、禁止される。
○ 油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びにろう……名あて国の経済省が発行する許
可証及び植物検疫証明書又は獣医学的証明書（原材料による。）がある場合に限り許され
る。
○ キャビア……名あて国の環境省が発行する許可証及びワシントン条約に基づく輸出許可
証が添付されている場合に限り、１人あたり 250 グラムまでの輸入が許される。
○ 砂糖及び砂糖菓子……商業を目的とする場合は、「○ 植物等」に準じる。商業を目的とし
ない場合は、名あて人が利用するものであって、小分けにして包装してある場合に限り許さ
れる。
○ ココア及びその調製品……商業を目的とする場合は、「○ 植物等」に準じる。商業を目的
としない場合であって、名あて人が家庭で利用するものであり、家庭用に包装され、かつ生
産地が表示されているものである場合は、植物検疫証明書を要しない。
○ 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品･･････商業目的で輸入する場
合、植物検疫証明書、動物検疫証明書及び獣医学的証明書が添付されている場合に限り

許される。ただし、個人で使用するためのもので、生産地が表示されている包装食品の場合
は、証明書を要しない。
○ 調整食料品等……植物、果実、ナッツその他植物の部分の調製品及び各種の調整食料
品は、商業目的で輸入する場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国
家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。商業を目的としない輸入は、その
包装に生産地が表示されている場合に限り、認められる。
○ 飲料、蒸留酒及び食酢……商業目的で輸入する場合、名あて国の経済省が発行する許
可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。商業を目
的としない輸入の場合は、原則として 1 人当たりアルコール１リットル及びワイン２リットルが
認められる。
○ たばこ及び製造たばこ代用品……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する
許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書及び植物検疫証明書が添付されている
場合に限り許される。商業を目的としない場合にあっては、１人当たり、次に掲げる分量を限
度として、組み合わせて送付することができる。
－紙巻たばこ……200 本
－シガリロ……100 本
－葉巻たばこ……50 本
－喫煙用たばこ……250 グラム
○ 鉱物性製品……塩、石灰及びセメント、鉱石、鉱物性燃料及び鉱物油は、商業を目的とす
る場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明
書がある場合に限り許される。ただし、食用の塩は、生産者が包装したままの状態のものに
限り輸入を許される。
○ 有機化学品……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あ
て国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許される。
○ 染料等……なめし用及び染色用のエキス、染料及び顔料は、商業を目的とする場合、名
あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場
合に限り許される。
○ 精油、レジノイド、化粧品類及びせっけん……商業を目的とする場合、名あて国の経済省
が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限
り許される。内容品の種類によっては、さらに名あて国の環境省が発行する許可証を要する
場合がある。
○ たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素……商業を目的とする場合、名あて国の
経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場
合に限り許される。動物性製品の場合は、さらに植物検疫証明書又は獣医学的証明書を添
付する。
○ プラスチック製品及びゴム製品……写真用又は映画用の材料、及び各種の化学工業生産
品は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査
局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。

○ 原皮（毛皮を除く。）及び革……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許
可証が添付されている場合に限り許される。動物性生産品の場合は、さらに名あて国の国
家動物局が発行する許可証及び植物検疫証明書又は獣医学的証明書を必要とする。
○ 革製品、毛皮及び人造毛皮（これらの製品を含む。）……商業を目的とする場合、名あて
国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されてい
る場合に限り許される。
○ 木材等……木材、木製品、木炭、わらその他で製造されたかご及びこれに類するものは、
商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証、名あて国の国家検査局が
発行する証明書及び植物検疫証明書が添付されている場合に限り許される。
○ コルク及びその製品……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及
び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ パルプ、紙、印刷物及び文書並びに図案……商業を目的とする場合、名あて国の経済省
が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に
限り許される。
○ 繊維及びその製品（動物性のものに限る。）……商業を目的とする場合、名あて国の経済
省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合
に限り許される。繰糸に適する繭の場合は、さらに獣医学的証明書の添付を必要とする。
○ 繊維及びその製品（羊毛及び植物性のものに限る。）……商業を目的とする場合、名あて
国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されて
いる場合に限り許される。綿、羊毛（カーディングしていないものを含む。）、綿以外の植物性
繊維（その製品を含む。）の場合は、さらに植物検疫書の添付を必要とする。
○ 人造繊維及びその製品……商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可
証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 布製品……敷物、衣類、履物及び帽子（部分品を含む。）は、商業を目的とする場合、名あ
て国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付され
ている場合に限り許される。
○ 糸、布、編物等……糸、ひも及び綱並びに「○ 布製品」に当てはまらない布は、商業を目
的とする場合、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許さ
れる。
○ 傘及び杖（部分品を含む。）……商業を目的とする場合、名あて国の国家検査局が発行す
る証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 石、陶磁製品、ガラス製品及び金属並びに金属製品（鉛並びにその製品を除く。）……商
業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国の国家検査局が
発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 鉛、鉛製品及びその他の卑金属製品……鉛、鉛製品、卑金属製の工具及び道具（部分品
を含む。）は、商業を目的とする場合、名あて国の経済省が発行する許可証及び名あて国
の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 電気機器、録音機、音声再生機、テレビ番組の録画及び再生用の機器（部分品及び付属

品を含む。）……商業を目的とする場合は、名あて国の国家検査局が発行する証明書が添
付されている場合に限り許される。
○ 通信用装置……名あて国の通信局（Telekomunikacny úrad SR）が発行する許可証を税関
に提示する必要がある。
○ 車両並びにその部分品及び付属品……名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付
している場合に限り許される。ただし、名あて国の輸送郵便通信省の証明を受けている認可
輸入者にあてるものの場合は、証明書の添付を要しない。
○ 光ファイバー、光ファイバーケーブル及び特殊技術並びにこれらの製品……名あて国の制
度に従うことを条件として許される。
○ 写真機……証明書の提示を要する。必要な証明書の種類は、写真機の用途により異な
る。
○ 眼鏡、ゴーグルその他これに類するもの、レンズ及びコンタクトレンズ（医療用、医療補助
用のもの又は作業時の保護用眼鏡に限る。）……名あて国の国家検査局が発行する証明
書を添付している場合に限り許される。
○ 眼鏡、ゴーグルその他これに類するもののフレーム及び取り付け具（プラスチック製又は貴
金属製に限る。）……名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付している場合に限り
許される。
○ 光学機器、写真・映画用機器、測定・検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの
部分品及び付属品……機器の用途及び種類により、名あて国の国家基準検査局、名あて
国の国家航空局、名あて国の国家航海局等の証明書を要する場合がある。
○ 時計及びその部分品……名あて国の国家検査局が発行する証明書がある場合に限り許
される。
○ 楽器並びにその部分品及び付属品（電気的に音を発生し又は増幅するものに限る。）……
商業を目的とする場合は、証明を要する。
○ 家具……その他の認定材料で製造された家具は、商業を目的とする場合、名あて国の国
家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ がん具、遊戯用具及び運動用具（部分品及び付属品を含む。）、加工された動物性材料…
…商業を目的とする場合であって、その他の認定材料により製造されている場合は、名あて
国の国家検査局が発行する証明書が添付されている場合に限り許される。
○ 古着等……古着その他の中古の繊維製品は、合理的な量であって、差出国の自然人から
名あて国の自然人に郵便小包により送付される場合は、許される。
○ 中古の物品……次に掲げる物品であって中古のものを商業目的以外で輸入することは、
禁止される。ただし、慈善目的であって、対応する名あて国の保健機関の許可を受け、かつ
輸入者が差出国の消毒証明書又は昆虫駆除証明書を提示する場合は、商業目的でない場
合であっても、輸入を許される。
－ 冷蔵庫、冷凍庫（圧縮式、吸収式、電気式又はガス式のもの）及び空調装置
－ フードプロセッサ、洗浄機及び皿洗い機
－ タイヤ（名あて国の法律の規定に合致しないものに限る。）

－ ストッキング
－ 靴
－ 織物で覆った家具
－ 玩具
－ 電気機器及び電子製品
－ 破壊する際に人の健康及び安全並びに環境を危険にさらす恐れのある物品
○ その他……商業を目的とする場合であって、「○ ワシントン条約で規制されている物品」
～「○ 中古の物品」に該当しない物品については、名あて国の経済省が発行する許可証
及び名あて国の国家検査局が発行する証明書を添付する。ただし、美術品、収集品及び骨
とうについては、送付目的に関わらず、証明書を必要としない。

3. 国際スピード郵便物
1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

152. スロベニア
Slovenie (Slovenia)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……2 枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……スロベニア語、英語又はフラン
ス語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
(1) あてるべき官署……Posta Slovenije, d.o.o, Ｏｆｆｉｃｅ of exchange ＳＩ-1003 ＬＪＵ ＢＬＪＡＮＡ
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……15 日（留置郵便物については、30 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
個人にあてた通常郵便物を送付する場合の条件については、送達条件(小包)の 10.「その
他の特別な条件」参照

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ

2.
3.
4.
5.

ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語又はフランス語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。

保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて局
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……30 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包
普通の場合……15 日
例外の場合……30 日
10. その他の特別な条件
(1) 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。
(あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書 CN23 にその旨記
載すること。
(い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税
関告知書 CN23 にその旨記載すること。
(う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれら
の器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
(え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えら
れた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵
便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書 CN23
に正確に記載すること。

(お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差
出人は、その輸入の根拠を税関告知書 CN23 に記載すること。
(2) 事業所あてに物品を送付する場合は、内容品の価格にかかわらず、インボイスを添付しな
ければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN23２通。商品見本又は商品の場合は、さらに
インボイス２通
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……スロベニア語、英語又はフランス語
6. 配達日……月曜～土曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う
(2) 私書箱への配達……行う
(3) 窓口での交付……行う
8. 国際スピード郵便の名称……EMS-Pospesena Posta

禁

制

品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじの券、広告その他の物品
○ 金属札…名あて国の硬貨に酷似した金属札
1.1.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科
学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され

る。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 印刷物…名あて国において有料又は無料で配布する目的をもって、印刷物を発送するこ
とは、許されない。名あて国において、この種の印刷物を受け取ることを許されているのは、
次の３書籍店のみである。
1) Invalidsko preduzece 《Jugoreklam》, Ljubljana
2) Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana
3) Knjizarsko preduzece 《Lipa》, Koper
○ 武器、弾薬…武器及びその部品並びに弾薬
○ 貨幣…名あて国の貨幣
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 電話機、電信機…電話機及び無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場
合に限り許される。
○ 地図…地図は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 猟銃…猟銃及びその弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ エッセンス…人工の酒精飲料製造用のエッセンス
○ 堕胎薬…堕胎用の薬品
○ 軍服…名あて国以外の国の軍服
○ 食器…鉛の含有量が 10 パーセント以上の食器
○ 酒精飲料…硫酸を含有する酒精飲料
○ 酵母…石こう、白墨、サッカリンその他の有害な物質を含有する酵母。効力を有しない酵
母
○ 食料品…硫酸の含有量が 0.035 パーセント以上の食料品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて
国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。
○ 医薬品…医薬品は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合又は研究上の目的で名
あて国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。もっとも、人体用の血清、獣

医用のワクチン及び肝臓ジストマ病の治療薬に対しては、この制限は、適用されない。
○ 毒物、酢酸…毒物及び酢酸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 蚕種…蚕種
○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号(輸出植物検疫規程)に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 雑件…巻たばこ用の紙、原産地を偽って表示した物品
○ コーヒー…個人にあてられた郵便物１個につき５キログラムを超えるコーヒー
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 相続品等…海外で相続した物品及び国家間で締結された契約に基づき供給された物品
は、その契約に従って輸入される場合に限り許される。
○ 職業用物品…個人であって、知的職業に従事している者にあてられた当該職業のために
用いる物品（器具、再生品、部品）は、特別の条件に適合している場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
1．通常郵便物及び 2．小包郵便物参照

181. セルビア
Serbie
(Serbia)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……3 枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、フランス語又はセルビア
語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Office of Exchange, 11003 Beograd, Republic of Serbia
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……5 日（留置郵便物については、30 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
個人にあてた通常郵便物を送付する場合の条件については、送達条件（小包）の 10.「その他
の特別な条件」参照

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包

大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語、フランス語又はセルビア語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……4,000 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……名あて交換局
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……15 日
例外の場合……－
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……15 日
10．その他の特別な条件
個人にあてた郵便物について次のことが要求される。
(あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書 CN23 にその旨記
載すること。
(い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税
関告知書 CN23 にその旨記載すること。
(う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれら
の器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
(え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えら
れた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵
便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書
CN23 に正確に記載すること。
(お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差

出人は、その輸入の根拠を税関告知書 CN23 に記載すること。
(か) １個の郵便物につき、その金額が 1,500 ディナールを超えない物品を包有する郵便物の
差出人は、その価格を記載した送り状１通を当該郵便物に挿入すること。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 書留書状…硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は
加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじの券、広告その他の物品
○ 金属札…名あて国の硬貨に酷似した金属札
1.1.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬を包有する保険付書状は、医学上又は科
学上の目的で発送され、かつ、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 印刷物…名あて国において有料又は無料で配布する目的をもって、印刷物を発送するこ
とは、許されない。名あて国において、この種の印刷物を受け取ることを許されているのは、
次の８書籍店のみである。
1) Jugoslovenska Kniga, Beograd
2) Gradsko preduzece za rasturanje stampeu Beogradu, Beograd
3) Zagrebacko Knizarsko preduzece, Zagreb
4) Znanstvena knjizara izdavackog zavoda Jugoslovenske akademije znanosti iumetonosti,
Zagreb
5) Tehnicka Kniga, Zagreb
6) Invalidsko preduzece《Jugoreklam》, Ljubljana
7) Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana

8) Knjizarsko preduzece《Lipa》, Koper
○ 武器、弾薬…武器及びその部品並びに弾薬
○ 貨幣…名あて国の貨幣
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 電話機、電信機…電話機及び無線電信機は、名あて国の関係当局の許可を得ている場
合に限り許される。
○ 地図…地図は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 猟銃…猟銃及びその弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ エッセンス…人工の酒精飲料製造用のエッセンス
○ 堕胎薬…堕胎用の薬品
○ 軍服…名あて国以外の国の軍服
○ 食器…鉛の含有量が 10 パーセント以上の食器
○ 酒精飲料…硫酸を含有する酒精飲料
○ 酵母…石こう、白墨、サッカリンその他の有害な物質を含有する酵母。効力を有しない酵
母
○ 食料品…硫酸の含有量が 0.035 パーセント以上の食料品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で名あて
国の公認の施設にあてて発送された場合に限り許される。
○ 医薬品…医薬品は、名あて国で医薬品及び医療機器の輸入許可を得た法人あてにのみ
送ることができる。ただし、医薬品の見本を個人あてに送ることは、名あて国の法令に従うこ
とを条件として、許される。
○ 毒物、酢酸…毒物及び酢酸は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許され
る。
2.1.3 動植物保護の現由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 蚕種…蚕種
○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号(輸出植物検疫規程)に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 雑件…巻たばこ用の紙、原産地を偽って表示した物品
○ コーヒー…個人にあてられた郵便物１個につき５キログラムを超えるコーヒー
2.1.6.2 条件付許容物品

○ 相続品等…海外で相続した物品及び国家間で締結された契約に基づき供給された物品
は、その契約に従って輸入される場合に限り許される。
○ 職業用物品…個人であって、知的職業に従事している者にあてられた当該職業のために
用いる物品（器具、再生品、部品）は、特別の条件に適合している場合に限り許される。

161. タジキスタン
Tadjikistan (Tajikistan)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……フランス語又はロシア語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……1,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Ministere des PTT, Bureau central des reclamations, DOUCHANBE,
REP. DU TADJIKISTAN
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……30 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋に納められた郵便物
8. その他の特別な条件
(1) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。
（通終３．６）
(2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（通終１３．２）

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包

大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……３枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語…フランス語又はロシア語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 1,000 SDR、平面路 838 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（ あ て る べ き 官 署 ） … … Bureau des reclamations, Avenue Roudaki 57, 734000
DOUCHANBE,TADJIKISTAN
7. 小包の配達方法……窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……１か月
例外の場合……２か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包… －
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可
書なしに輸入を許される。
(あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならな
い。
体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセ
ット、補聴器……各１個
手助器具……種類ごとに１個
写真用品（フィルムを除く。）……種類ごとに１個又は１組
コーヒー、ココア、キクチサ……２キログラム

茶……200 グラム
香辛料……100 グラム
食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について２キ
ログラムを超えないこと
たばこ（葉を除く。）……１キログラム
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各１着
ワイシャツ及びブラウス……各１枚
下着類……３組
シーツ、テーブル・クロス……各２枚
くつ下……種類ごとに６足
帽子（ショールを含む。）……種類ごとに１個
日除け、カーテン……各３組
各種類の手袋……１組
手提げカバン、ハンドバッグ……各１個
小間物……種類ごとに２個又は１組
はき物……２足
食器類……５キログラム
各種類の香水及び化粧品……500 グラム又は１組
石けん及び洗濯用品……２キログラム
家庭用品（電気器具を含む。）……種類ごとに１個
印刷物（書籍、定期刊行物）、原稿等……各１部
各種類の小さな図表（カード、付せん等）……各１部、ただし、全体として 10 部を超えない
こと
各種類のレコード……異なる種類で 12 枚
楽器（弦楽器及び管楽器）……１個
狩猟及びスポーツ用品（狩猟用及びスポーツ用の銃砲
刀剣類並びにその弾薬を除く。）……種類ごとに１個又は１組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに２個又は１組
事務用品及び文房具……種類ごとに１個又は１組
安価な鉛筆、ペン等……５本又は１組
銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内
プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500 グラム
(い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき２倍の関税
が課され、また内容品が制限数量の２倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送さ
れる。
(う) 小包には次の物品を包有してはならない。
銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬
及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写

真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすも
の、軍国主義的がん具（ピストル等）又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて
国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、
消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒
精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れら
れた食料品及び飲料（かん詰等）、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空
豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品（下
着、服、はき物）、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの
受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及
び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、
生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、
めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品
(3) 商社から発送される小包及び(2)の(あ)に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧
ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入
許可書を添付しなければならない。
(4) 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入
許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、(3)に掲げる輸入許可書及び送り
状を添付しなければならない。
(5) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある
旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。
(6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又
は同国の法令の範囲内に限る。（小終 9．1）

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置
○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを

除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫酸塩…青硫酸塩
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許され
る。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画､地図､楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品…生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。
○ めん類…めん類
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵

○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム…チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

164. チェコ
Tcheque (Czech)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フラン
ス語、英語又はドイツ語
(6) 注意……贈物又は植物を包有する通常郵便物の通関条件については、送達条件（小包）
の 10.「その他の特別な条件」参照
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……4,000SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)〜1.(6)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Czech Post, International Operations, Plazenska 139,22000 PRAHA
5, REP. DE TCHEQUE
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……15 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての場合に名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル

重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フランス語、英語又はド
イツ語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 4,000 SDR、平面路 11,828 SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Czeck Post Headquarters, Plzenska 290/139, 220 00 PRAHA 5,
CZECH REP.
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包……20 日
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……−
10．その他の特別な条件
(1) 小包には、内容品の重量又は数量を明細に記載した税関告知書 CN23 を添付しなければ
ならない。内容品を概括的に記載することは、許されない。
(2) 次に掲げる小包は、輸入を認められなかったものとして、原則として差出元へ返送される
か又は放棄したものとして取り扱われる。
− 証明書等の添付が必要とされている物品を包有している場合であって、証明書等が添付
されていない場合
− 禁制品を包有している場合
− その他の各条件に反する場合
(3) 商業物品が含まれる小包にはインボイス 2 枚を添付すること。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域

2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23、さらに
見積りインボイス（Proforma invoice）又は商業インボイス（Commercial invoice）※１通。

（※ 編集註：「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするも
ので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるイン
ボイスのことです。
「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定
する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについ
て価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持
つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホー
ムページ （http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）では、ダウ
ンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さ
い。）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……チェコ語、スロバキア語、フランス
語、英語又はドイツ語
6. 配達日……月曜〜金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。
(3) 窓口での交付……行う。
8. 国際スピード郵便の名称……Zrychlena posta/EMS
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設
の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの

禁 制 品
1. 通常郵便物

各国共通の条件を参照

禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 中古の衣料品…衣類、履物、傘、杖等の物品又はこれらの部分品であって、中古のもの
2.1.6.2 条件付許容物品
○ ワシントン条約で規制されている物品……ワシントン条約に基づく輸出許可証を添付して
いる場合に限り許される。詳細な情報は、名宛国の環境省のウェブサイト
（http://www.mzp.cz/en/）から入手可能である。
○ 植物又は植物性生産品…商業を目的とする場合、植物検疫証明書及び輸出国の関係省
庁が発行した品質証明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されてい
ない場合は、名宛国の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しな
ければならない。詳細な情報は、名宛国農務省のウェブサイト
（http://eagri.cz/public/web/en/mze/）から入手可能である。
○ 動物及び動物性生産品…商業を目的とする場合、輸出国の関係省庁が発行した品質証
明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されていない場合は、名宛国
の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しなければならない。
なお、商業を目的としない生肉及び生の動物製品の送付は、許されない。
○ 油、脂肪及びその生産品並びにろう（動物性のものに限る。）…輸出国の関係省庁による
認可及び名宛国の国家獣医局からの獣医による証明書が添付されている場合に限り許さ
れる。
○ 食用の調製品（牛乳製品に限る。）…商業を目的とする場合、獣医による証明書が添付さ
れている場合に限り許される。商業を目的としない場合であって、包装され、かつ生産場所
の表示されている食品は、証明書の添付を必要としない。
○ 食用の調製品（野菜由来の製品に限る。）…商業を目的とする場合、輸出国の関係省庁
が発行した品質証明書を添付している場合に限り許される。品質証明書が添付されていな
い場合は、名宛国の国家獣医局が受取人又は差出人の要求に基づいてこれを発行しなけ
ればならない。商業を目的としない場合であって、包装され、かつ生産場所の表示されてい
る食品は、証明書の添付を必要としない。
○ 医薬品…商業を目的としない場合であって、麻薬又は向精神薬及びこれに類する成分を
含まないものであり、かつ個人の使用に供する場合に限り許される。
○ コーヒー、茶及び香辛料……商業を目的とする場合、植物検疫証明書を添付している場
合に限り許される。ただし、家庭用の包装物品であって商業を目的としない場合は、植物検

疫証明書を必要としない。
○ 砂糖、砂糖菓子及びカカオ製品（チョコレートを含む。）…商業を目的とする場合、輸出国
の関係省庁が発行した品質証明書を添付しなければならない。この許可がない場合は、名
宛国の国家獣医局が、受取人又は差出人の要求に基づいて品質検査を実施しなければな
らない。
○ 飲料、蒸留酒及び酢…商業を目的とする場合、名宛国経済省による許可証及び名宛国の
国家試験センターによる証明書を添付している場合に限り許される。商業を目的としない場
合は、原則として 1 人当たり蒸留酒 1 リットル及びワイン 2 リットルまで許される。
○ たばこ及びその代用品…商業を目的とする場合、名宛国の経済省による許可証、植物検
疫証明書及び名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場合に限り許さ
れる。
○ くずたばこ…名宛国の環境省による輸入許可を添付している場合に限り許される。
○ 衣類（中古のものを除く。）…商業を目的とする場合、名宛国の国家試験センターへの適
合申告を行った場合又は名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場
合に限り許される。
○ 革製品（人造皮革を材料とするものを含む。）…商業を目的とする場合、名宛国の経済省
により認可されている場合に限り許される。さらに、名宛国の国家試験センターへの適合申
告又は名宛国の国家試験センターが発行した証明書の添付を求められる場合がある。
○ オゾン層破壊物質を含む製品…オゾン層を破壊する物質を含む製品（冷凍庫、冷蔵庫等）
は、環境保護に関するマークが付され、またそのマークが当該製品の説明書に示されてい
る場合にのみ許される。
○ 時計…商業を目的とする場合、名宛国の国家試験センターへの適合申告を行った場合又
は名宛国の国家試験センターが発行した証明書を添付している場合に限り許される。

3. 国際スピード郵便物
○ 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工してい
ない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。
○ その他は 1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

47. デンマーク
Danemark (Denmark)
送達 条件
送達条件(通常)
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、英語、デンマーク語、
フランス語、ノルウェー語又はスウェーデン語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限…… 4,000 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……Post Danmark A/S, Customer Service, Thistedgade 10, 2630
TAASTRUP,DENMARK
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱う。
書留書状に包有することができる貴重品の価格の最高限……100 SDR (通終 10.3)
6. 名あて国における保管期間……７日（留置郵便物については、14 日）
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱う。
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部

送達条件(小包)
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム

2.
3.
4.
5.
6.

(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
税関告知書 CN23 の所要枚数……2 枚
税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語又はフランス語
速達……取り扱わない。
保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限…… 4,000 SDR
取戻し及びあて名変更……取り扱う。

（あてるべき官署）……名あて局
7. 小包の配達方法……配達人による配達
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……14 日
例外の場合……－
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……14 日
10. その他の特別な条件
輸入に対し、従価税を課される商品を包有する小包については、差出人は、あらかじめ受取
人に送り状を送付しておかなければならない。

送達条件（国際スピード郵便）
1. 取扱地域……全地域（グリーンランド及びフェロー諸島を除く。）
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合……税関告知書 CN22 又は税関告知書 CN23、さらに見積りイン
ボイス（Proforma invoice）又は商業インボイス（Commercial invioce）１通 ※ 場合により輸入
許可証、原産地証明書、製品安全証明書。

（※ 編集註：「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするも
ので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるイン
ボイスのことです。
「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定
する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについ
て価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持
つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホー
ムページ（http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html）では、ダウ
ンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さ
い。）
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、英語、デンマーク語、フラ
ンス語、ノルウェー語又はスウェーデン語
6. 配達日……月曜～金曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う。
(2) 私書箱への配達……行う。（受取人の希望による）
(3 )窓口での交付……行う（受取人と特別な取決めがある場合に限る。）
8. 国際スピード郵便の名称……EMS Jetpost
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設
の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間
で交換されるもの

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器、弾薬及び弾薬製造用の物品
○ カレンダー…コペンハーゲン大学の暦印のないカレンダー。ただし、単一の受取人にあてて
個人的に郵送するものについては、暦印は要求されない。
○ 刃物

1.1.2 条件付許容物品
○ 貴重品…白金、金、銀、宝石その他の貴重品を書留通常郵便物として発送する場合には、
税関告知書 CN22 をはり付けなければならない。
○ 雑件…その他の禁止物品及び条件付許容物品については、2.参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 麻薬…あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医学上又は科学上の目的で発送さ
れ、かつ、名あて国の公衆衛生局の特別許可を得ている場合に限り許される。
○ PCB、PCT…PCB 及び PCT 並びにそれらを使った物品は名あて国で定める条件を満た
している場合に限り許される。
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
○ はちの巣…はちの巣（人造のものを含む｡）は、許されない。
○ 植物…植物については、昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ マッチ…黄りんマッチ。安全マッチ以外のマッチ
○ ガスライター…ガスライター
○ 武器…すべての種類の火器(銃身及び銃尾を含む)、石弓、刃身 12cm を超える刃物、飛び
出しナイフ、短剣、メリケンサック(指金具)、警棒、こん棒又はこれに類似したもの。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ 印章…名あて国の税関当局が使用している関税徴収済みの印章に類似する印章並びにこ
れを製作するために使用する原版及び道具類
○ 富くじ…名あて国以外の国の富くじ券並びにその広告類及び当せん番号表。馬券
○ 雑件…詐欺的な商品販売の宣伝記事を掲載した新聞その他の印刷物
○ たばこ…紙巻たばこ
○ 肉…家きん類の肉
2.1.6.2 条件付許容物品
○ アルコール…アルコール類及びぶどう酒は、名あて国の税関当局の許可を得た企業により
輸入される場合に限り許される。ただし、個人にあてた少量のアルコール類及びぶどう酒は、
特別の許可を得ることなく、輸入が許される。

○ 畜産物…マーガリン、バター、脂肪、肉その他の畜産物は、名あて国の農業省 (Ministere
de l'agriculture) の許可を得ている場合に限り許される（贈物小包として送付される柔らかい脂
肪又は肉のかん詰を除く。）。
○ 薬品…薬剤師用の薬品は、名あて国の政府公認の機関にあてる場合に限り許される。た
だし、原価が名あて国の貨幣で 100 クローネに相当する量を超えてはならない。
○ 有害な物質…伝染病を伝えるおそれのある物質及び人間の健康に有害な物質は、名あて
国の公認の機関にあてる場合を除き、名あて国の衛生取締当局の許可を得ていなければ許
されない。
○ フィルム…フィルムは、次の条件を満たしている場合に限り許される。
－包装には、堅固な木製の箱を使用すること。
－郵便物及び送状には、「Films」と極めて明らかに記載した票符を１枚はり付けること。
○ 刃物…刃身 12ｃｍ以下の刃物
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

3. 国際スピード郵便物
○ 刃物は、許されない。
○ その他は、1. 通常郵便物及び 2. 小包郵便物参照

5. ドイツ
Allemagne (Germany)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（税関告知書 CN 22 を付さなければならない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の外部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、英語又はフランス語
2. 速達……取り扱う。
3. 保険付書状……取り扱わない。
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……7 日
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部及び郵袋に納めら
れた郵便物
8. その他の特別な条件
(1) 特殊取扱としない印刷物及び小形包装物は、Packstation （小形包装物、小包等を差し出
し、又は受領することができる無人の設備） 宛てに送付することができる。Packstation を
宛先とする場合は、受取人の氏名、登録番号（6桁から10桁の数字）、「Packstation」の文字
並びにPackstation の識別番号（3桁の数字）、郵便番号及び都市名を記載すること。
(2) 商品を包有する郵便物には、税関手続を容易にするため、できる限りインボイスを添付す
ることが望ましい。

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包

大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 3 メ
ートル
重量……30 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……ドイツ語、英語又はフランス語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱わない。
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱わない。
7. 小包の配達方法……配達人による配達及び窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9. 名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……2 週間
例外の場合…… ―
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……2 週間
10. その他の特別な条件
(1) 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書 CN23 に添付しなけれ
ばならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書（例えば麻酔剤、武器等に対する輸入
許可証等）を関係税関に提出しなければならない。
(2) すべての産業上及び商業上の輸入に際しては、名あて国の輸入規則を遵守しなければな
らない。
(3) 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書 CN23 又は郵便物に２通添付し
なければならない。
（4） Packstations（小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備）をあ
て先とする際は、受取人の氏名、登録番号（6 桁から 10 桁の数字）、「Packstation」の文字並
びに Packstation の識別番号(3 桁の数字)、郵便番号、都市名を記載すること。

送達条件（国際スピード郵便）

1. 取扱地域……全地域
2. 大きさ及び重量の最高限
(1) 大きさ……長さ 1.5 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計３メートル
(2) 重量……30 キログラム
3. 必要な記載、税関用紙等
(1) 業務用書類等を送る場合……「Business Papers」の記載、税関告知書 CN22
(2) その他の物品を送る場合
- 税関告知書 CN23２通及びインボイス１通
- 内容品が、危険物にあたる疑いのある物品(化学薬品など)の場合、英語又はドイツ語の
製品安全データシート（Material Safety Data Sheet） を添付すること。
4. 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚
5. 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……ドイツ語、英語又はフランス語
6. 配達日……月曜～土曜（祝日の配達は行わない。）
7. 配達方法
(1) あて所への配達……行う（ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合があ
る）。
(2) 私書箱への配達……行わない。
(3) 窓口での交付……行わない。
8. 国際スピード郵便の名称…… ―
9. その他の特別な条件
次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる（禁制品 2.1.3.2『みつば
ち』参照）。ただし、名あて国において検疫検査に付され、受取人は受領時に検査料を支払う必
要がある。なお、差出国に返送された場合は、差出人に検査料が課される。
・ みつばち、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の
間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの

禁 制 品
1. 通常郵便物
2.参照

各国共通の条件を参照

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 変造貨幣等…1850 年以降に偽造又は変造されたものであって、支払手段として流通価値
を有しなくなった貨幣及びメダル。銀行券に類似した印刷物又は複写物。貨幣及び証書の
変造のため、及び銀行券に類似した印刷物又は複写物の作成に利用される物品
○ 爆発物等…爆発性又は発火性の物質及び爆発性の物質を装てんした物品。点火剤及び
花火
○ 自然発火物容易に発火する物質 …黄りん並びにマグネシウム、アルミニウム及び亜鉛
の粉等の自然発火物。発火点がセ氏 21 度以下の物質及びアルコールの含有量が 82％以
上の液体等容易に発火する物質、発火性のガス（混合ガスを含む。）並びに水との接触によ
り容易に発火する気体を発生する物質
○ 有毒な物質…有毒な物質
○ 腐食性の物質…酸、塩基、催涙物質、腐食性の金属塩、揮発性の硫黄の混合物
○ 違憲な物品等…侵略戦争をそそのかす刊行物、録音物、写真、フィルム又は絵画。憲法
上の秩序、諸国民の和解と理解の思想に反する宣伝の手段。違憲と宣言された機関のバッ
ジ。ドイツ連邦共和国大統領、国家及びその象徴並びに憲法上の機関を中傷するもの。連
邦防衛軍(Bundeswehr) に混乱を引き起こすことを目的とした宣伝物。連合軍の安全を害
し、若しくはその名誉をき損することのある刊行物又は物品
○ 暴力を讃美し人種的憎悪をあおる刊行物等…残酷又は残忍な方法で人間に対する暴力
を描写し、もって、この種の暴力を讃美し若しくは過小評価し、又は人種的な憎悪をあおる
刊行物、録音物、写真、フィルム、絵画等で、受取人の個人的使用、小売又は通信販売を
目的とするもの。青少年の善良な風俗に重大な害を与えるその他の刊行物
○ 春本等…受取人の個人的使用以外の小売又は通信販売を目的とするわいせつな刊行
物、録音物、写真、フィルム等
2.1.1.2 条件付許容物品
○ 紙…紙質が名あて国の銀行券又は公債に使用されているものと同一の若しくは酷似する
紙は、名あて国の関係当局 (Ministre federal des finances 又は Administration de la dette
publique) の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ ＤＤＴ…DDT 及び DDT を付加した製品
○ 肉…肉及び肉製品並びに家きん肉及び家きん肉製品
○ 牛乳、乳製品…牛乳及び乳製品（総重量が２kg 以下のタフィー、チョコレート、ビスケット等
を除く。）
○ メチルアルコール製品…メチルアルコールを含有するすべての製品

○ アプサント…アプサント及びこれに類似する飲料並びに類似の飲料を製造するためのエッ
センス及びエキス
○ マッチ…黄りんマッチ
○ カカオの実…カカオの実の粉まつ及びこれを混合する製品
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 医薬品…医薬品（ビタミン剤を含む。）は例外を除き、原則的に禁止されている。
○ 麻薬…麻薬（麻薬を含有する薬品を含む。）は、医学上又は科学上の目的で発送され、か
つ名あて国の関係当局 (Bundesgesund-heitsamt) の許可を得ている場合に限り許される。
○ 病原菌…人間に病害を与えることのある生きた病原菌及び狂犬病に冒された、又は冒さ
れているおそれのある動物の部分は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り
許される。
○ ぶどう酒…各種のぶどう酒を含有する飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限
り許される。
○ 食料品等…食料品、たばこ製品、化粧品、これらと同等の日用品（おもちゃ及びわなを含
む。）は、名あて国の食料品に関する関係規定を遵守する場合に限り許される。食品を包有
する郵便物は、税関が商業目的の送付とみなした場合、差出国が発行する証明書等の添
付を要求されることがある。
○ あひるの卵…食用のあひるの卵は、名あて国の法令に定める表示を行っている場合に限
り許される。
次に掲げる物品は、輸入許可証がある場合に限り許される。
○ 卵製品…卵製品
○ アイスクリームの半製品…卵を使用したアイスクリームの半製品及びめん類品、めん類
○ 凝乳酵素…凝乳酵素の代用品
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 動物の部分等…病原菌が殺菌されていることが確認できない、流行病に冒された若しくは
冒されているおそれのある又は冒されやすい動物の部分、製品及び加工品
○ 巣箱…中古のみつばちの巣箱
○ 寄生物…有害なビールス、バクテリア及びきのこ並びに動物の寄生物
○ 土壌等…植物の部分又は腐植土を含む土（泥炭を除く。）。ぶどうの枯れ木。使用済みの
ぶどうの支柱（これ以外は、2.1.3.2 『植物』を参照）
2.1.3.2 条件付許容物品
次に掲げる物品は、名あて国の検疫当局が発行した許可証がある場合に限り許される。
－ 単てい類の肉…死んだ単てい類の部分及び食用としない単てい類の肉
－ 動物の病原菌…動物の病原菌及びこれを含有するワクチン
次に掲げる物品は、原則として名あて国の検疫当局が発行した許可証を必要とする。
－ 有てい類の部分…有てい類の部分、製品及び加工品。まぐさ、わら製品、まぐさ、わら
－ 皮革､毛皮､角等…有てい類の皮革及び毛皮。角、ひづめ及び動物性肥料

－ ふ化用の卵、羽毛…ふ化用の卵。未加工の羽毛
－ みつばち…みつばち
○ 飼料…動物性飼料は、輸入許可証がある場合に限り許される。
○ 動物の精液…動物の精液は、名あて国の関係当局が発行した許可証がある場合に限り
許される。
次に掲げる物品は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。
－ 動物の毛…未加工の羊毛。反すう動物の毛。豚の剛毛
－ 動物の医薬品…動物用医薬品
○ 骨…骨（５キログラムまで）並びに骨粉及び類似のもの（250 グラムまで）は、見本とする場
合に限り許される。
○ 植物…植物（米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。）につい
ては、昭和 25 年農林省告示 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき植物防疫所において縦覧
に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※

（※ 編集註：詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的
な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政
事務所への事前届出が必要です。）
2.1.4 銃砲刀剣類の取締り上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…銃砲及び類似の物品。携帯用銃砲。鋭利な武器又は剣先。銃砲の主要部
品及び装置。特殊な武器。飛び出しナイフ。鋼鉄のむち。おの。弾薬。麻酔弾。催涙弾
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 武器、弾薬…2.1.4.1 に掲げるもの以外の武器、武器の部品及び弾丸は、名あて国の関係
当局の許可を得ている場合に限り許される。
2.1.5 専売上の理由によるもの
2.1.5.2 条件付許容物品
○ 酒精飲料…酒精飲料は、名あて国の関係規定を遵守する場合に限り許される。
○ マッチ…2.1.2.1 に掲げるもの以外のマッチは、名あて国の関係当局の許可を得ている場
合に限り許される。
○ たばこ、たばこ用の紙…生たばこは、たばこ製造業者若しくは生たばこ商として登録されて
いる者又は生たばこの入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許
される。商業上の目的又は商工業用の使用目的で発送する巻たばこ、葉巻及びきざみたば
こは、原則として小売用に完全に包装されている場合に限り許される。たばこ用の紙は、た
ばこ用の紙の製造業者若しくはたばこ用紙商として登録されている者又はたばこ用の紙の
入手につき税関の許可を得ている者にあてて発送する場合に限り許される。
○ トランプ…トランプは、原則として、一そろいが一包みに包装されている場合に限り許され
る。包装又はトランプには、原則として、製造者の住所氏名又は商標を表示しなければなら
ない。
2.1.6 その他の理由によるもの

2.1.6.1 禁止物品
○ 装飾した郵便はがき等…鉱物の粉まつ、ガラス粉、金属粉又は類似の物質による装飾付
きの郵便はがき及びカードであって、封かんした封筒に入れていないもの
○ 郵便物名あて面への記載…名あて面に政治的又は宗教的な内容の記載を有する郵便物

3. 国際スピード郵便物
○ 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工してい
ない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は、許されない。
○ 植物…植物及びその一部分
○ その他は 2. 小包郵便物参照

171. トルクメニスタン
Turkmenistan (Turkmenistan)
送達 条件
送達条件（通常）
1. 小形包装物及び課税品包有通常郵便物
(1) 小形包装物の最高重量……２キログラム
(2) 課税品包有書状……取り扱う（保険付書状に限る。税関告知書 CN22 を付さなければなら
ない。）。
(3) 税関告知書 CN23 の所要枚数……２枚（内容品の価格が 300 SDR 以下の場合には不要）
(4) 税関告知書 CN23 の添付方法……郵便物の内部
(5) 税関告知書 CN23 及び税関告知書 CN22 の記載言語……英語、ロシア語又はトルクメニス
タン語
2. 速達……取り扱わない。
3. 保険付書状……取り扱う。
(1) 保険金額の最高限……500 SDR
(2) 課税品包有の保険付書状については 1.(2)～1.(5)参照
4. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……La compagnie d'Etat de la poate "Turkmenposte" 16, rue M. ko
ssaev, 744000 ACHGABAT
5. 貴重品を包有した書留書状……取り扱わない。
6. 名あて国における保管期間……１か月
7. 特別郵袋印刷物
(1) すべての名あて票札に税関告知書 CN22 をはり付けること……取り扱わない(税関検査に
付される場合のみ可)
(2) 税関告知書 CN23 及びその他の添付書類の添付方法……郵袋の外部
8. その他の特別な条件
(1) 通常郵便物によりトルクメニスタンにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の
条件については、送達条件（小包）の 10.「その他の特別な条件」参照
(2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。
（通終３．６）
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同
国の法令の範囲内に限る。（通終１３．２）

送達条件（小包）
1. 小包の種類……連合小包
(1) 大きさ及び重量の最高限
(ア) 平面路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(イ) 航空路小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
(ウ) SAL 小包
大きさ……長さ 1.05 メートル、長さと長さ以外の方向に計った最大の横周との合計 2 メ
ートル
重量……20 キログラム
2. 税関告知書 CN23 の所要枚数……１枚
3. 税関告知書 CN23 及び送状の記載言語……英語
4. 速達……取り扱わない。
5. 保険付小包……取り扱う。
保険金額の最高限……航空路 500SDR、平面路 400SDR
6. 取戻し及びあて名変更……取り扱う。
（あてるべき官署）……ASHGABAT, MARY, CHARDJEV, NEBITDAG 又は DASHKHOVUZ
7. 小包の配達方法……窓口交付
8. 普通小包に対する受取通知……取り扱う。
9．名あて国における保管期間
(1) 到着が受取人に通知された小包
普通の場合……１か月
例外の場合……２か月
(2) 到着通知書を発送することができなかった小包又は留置小包……１か月
10．その他の特別な条件
(1) 税関告知書 CN23 には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を
明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可
書なしに輸入を許される。
(あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならな
い。
体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセッ

ト、補聴器……各１個
手助器具……種類ごとに１個
写真用品（フィルムを除く。）……種類ごとに１個又は１組
コーヒー、ココア、キクチサ……２キログラム
茶……200 グラム
香辛料……100 グラム
食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について２キロ
グラムを超えないこと。
たばこ（葉を除く。）……１キログラム
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各１着
ワイシャツ及びブラウス……各１枚
下着類……３組
シーツ、テーブル・クロス……各２枚
くつ下……種類ごとに６足
帽子（ショールを含む。）……種類ごとに１個
日除け、カーテン……各３組
各種類の手袋……１組
手提げカバン、ハンドバッグ……各１個
小間物……種類ごとに２個又は１組
はき物……２足
食器類……５キログラム
各種類の香水及び化粧品……500 グラム又は１組
石けん及び洗濯用品……２キログラム
家庭用品（電気器具を含む。）……種類ごとに１個
印刷物（書籍、定期刊行物）、原稿等……各１部
各種類の小さな図表（カード、付せん等）……各１部、ただし、全体として 10 部を超えないこ
と
各種類のレコード……異なる種類で 12 枚
楽器（弦楽器及び管楽器）……１個
狩猟及びスポーツ用品（狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。）…
…種類ごとに１個又は１組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに２個又は１組
事務用品及び文房具……種類ごとに１個又は１組
安価な鉛筆、ペン等……５本又は１組
銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内
プラスチック製品（窓用カーテン、日除け、ナプキン等）……500 グラム
(い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき２倍の関税
が課され、また内容品が制限数量の２倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送され

る。
(う) 小包には次の物品を包有してはならない。
銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬
及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、
絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍
国主義的がん具（ピストル等）又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は
外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印し
た又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲
料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた
食料品及び飲料（かん詰等）、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、え
んどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品（下着、服、
はき物）、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、
テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真
用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、
鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん
類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品
(3) 商社から発送される小包及び(2)の(あ)に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧
ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入
許可書を添付しなければならない。
(4) 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入
許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、(3)に掲げる輸入許可書及び送り
状を添付しなければならない。
(5) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある
旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。

禁 制 品

各国共通の条件を参照

1. 通常郵便物
1.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
1.1.1 禁止物品
○ 有害な物品…印刷物、印刷用原版、フィルム、写真、テープ、映画、ビデオカセット、ビデオ
ディスク、原稿及びレコード並びにその他の録音物、図画及び美術品であって、名あて国に
政治的若しくは経済的損害を与え又は同国の公序良俗に害を及ぼすおそれのあるもの
○ マイクロコンピュータ等…マイクロコンピュータ、いかなる種類の情報又は思想が入力され
ている周辺機器及び情報送信装置

○ 有価証券等…名あて国又は名あて国以外の通貨、国債証券、富くじ券、個人あての小切
手その他の有価証券
○ 郵便切手…消印した又は消印していない郵便切手（名あて国の郵趣機関にあてるものを
除く。）、通用力を有しない小切手及び通貨
○ 麻薬…麻薬及び向精神剤並びにあへん又は大麻の吸煙用の器具（名あて国の関係当局
（Comite permanent du controle des narcotiques）の特別の許可のある場合を除く。）
○ 化学製品…病原菌又は植物につく細菌の駆除の用に供される化学製品で人畜に有害な
もの
○ 青硫酸塩…青硫酸塩
1.1.2 条件付許容物品
○ 科学出版物…科学的又は技術的な内容の刊行物は、図書館又は商社からの名あて国の
図書館、国営施設、科学団体又は労働組合にあてて帯封で発送される場合に限り許され
る。
○ 雑件…写真、鉛板、フィルム、写本、絵画、鋳型、自動録音盤及びこれらの製造用材料
は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限り許される。
○ 新聞、雑誌…書籍、新聞、雑誌、原稿その他の印刷物は、一部に限り許される（ただし、修
正字句その他の印をつけたものは許されない。）。
○ モードの下図…モードの下図は、衣服の製作又は販売を行う名あて国の国立の施設又は
個人にあてて１部のみ送付する場合に限り許される。
○ 版画､地図､楽譜…版画、地図及び楽譜は、一部に限り許される。
○ 蚕…蚕は、名あて国において検疫に付され、その結果によっては、返送されることがある。
○ 保険付書状…保険付書状は、内容品に関する簡単な記載以外の記載を手書した書類を
包有することができない。
○ 小さな図表…各種類の小さな図表（カード、付せん等）は各１部で、かつ、全体として 10 部
を超えない場合に限り許される。

2. 小包郵便物
2.1 輸入を禁止される物品及び条件付で輸入を許される物品
2.1.1 公安上の理由によるもの
2.1.1.1 禁止物品
○ 雑件…1.1.1 に掲げる物品
2.1.2 公衆衛生上の理由によるもの
2.1.2.1 禁止物品
○ かん詰…かん詰を個人にあてて発送することは許されない。
○ 生肉、肉製品…生肉及び肉製品を発送することは許されない。それらを包有する郵便物
は、差出人に返送されず、名あて国の関係当局の指示に従って処分される。

○ めん類…めん類
2.1.2.2 条件付許容物品
○ 食品…以下の条件にあてはまる食品を輸入することは許されない。
・品質保持期限までの日数が、製造日から同期限までの日数に対して 70%未満のもの
・遺伝子組み換えを行った原料を用いたもの
・エチルアルコールを 18%以上包有する製品又はアルコール飲料
2.1.3 動植物保護の理由によるもの
2.1.3.1 禁止物品
○ 生卵…生卵
○ 植物…植物については昭和 25 年８月農林省告示第 231 号（輸出植物検疫規程）に基づき
植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるも
のとする。
○ 生きた動物…生きた動物、鳥、みつばち、魚、精液、ふ化用の卵、は虫類、昆虫
○ 動物製品…脂肪、牛乳、乳児食品、バター、チーズ、魚製品
○ はちみつ等…はちみつ、花粉、みつろう、みつぶさ
○ 伝染性物質又は非伝染性物質…ワクチン、血清、興奮剤、培養菌、毒素、動植物の毒素
その他の伝染性物質又は非伝染性物質
○ 綿花…綿花及び綿繊維
2.1.4 銃砲刀剣類の取締上の理由によるもの
2.1.4.1 禁止物品
○ 武器、弾薬…武器（猟銃を除く。）、武器の部分品、弾薬
2.1.4.2 条件付許容物品
○ 猟銃…猟銃は、名あて国の海外貿易省（Ministere du commerce exterieur）の許可を得て
いる場合に限り許される。
2.1.6 その他の理由によるもの
2.1.6.1 禁止物品
○ チューインガム…チューインガム
○ 雑件…その他の物品については、1.1.1 参照
2.1.6.2 条件付許容物品
○ 支払手段…名あて国の通貨で振り出された小切手、振替証書、手形、信用状その他の支
払手段は、次のいずれかに該当する場合に限り許される。
(ア) 名あて国の大蔵省（Ministere des finances）の許可を得ているもの
(イ) 名あて国の海外貿易担当機関により振り出された手形
(ウ) 名あて国の在外機関が名あて国の銀行及び貯蓄銀行の特別勘定に基づいて振り出
した記名小切手及び支払指図書
○ 雑件…その他の物品については、1.1.2 参照

