
Announcement on the explanation of rules of origin which Japan Customs requests 

at import declaration 

 

Please be aware of the following points with regard to the application 

of the origin procedures under the EU-Japan EPA. 

 

Where, in accordance with the second sentence of Article 3.16(3) of 

the EPA, the customs authority of Japan requests from an importer who claims 

preferential tariff treatment for a product under the EPA to provide an 

explanation that the product satisfies the requirements of Chapter 3 (Rules 

of Origin and Origin Procedures) of the EPA, the importer is not obliged to 

provide that explanation which is not available to the importer.  

The absence of such explanation will not lead to denial of the preferential 

tariff treatment under the EU-Japan EPA. 

 

Where the importer decides to provide the explanation requested, it 

may be done as follows: 

1.When a claim for preferential tariff treatment by an importer is based on 

“a statement on origin “provided by an exporter, the importer may use Form 

C-5293 to provide the explanation. In that case, the exporter is responsible 

for the correctness of the statement on origin and of the information provided 

to make out that statement, in accordance with Article 3.17(1) of the EPA. 

2.When a claim for preferential tariff treatment by an importer is based on 

“the importer’s knowledge”, the importer may use Forms C-5292-4 and C-5293 

to provide the explanation. In that case, it is assumed that the importer’        

s claim is based on information demonstrating that the product is originating 

and satisfies the requirements provided for the EU-Japan EPA, in accordance 

with Article 3.18 of the EPA. 

 

 When necessary, a verification may be conducted based on Article 3.21 of 

the EPA. 

 

 

●日ＥＵ・ＥＰＡにおける「原産地申告」の運用について 

（１．日本語） 

 

輸入申告時に税関に提出する貨物の原産地にかかる説明（資料）について 

 日ＥＵ･ＥＰＡを適用して輸入申告する場合には、自己申告手続きに関し、以下

にご留意下さい。 



 

 日ＥＵ･ＥＰＡに基づき特恵待遇を要求する輸入者は、同ＥＰＡ第３・１６条第

３項の第２文目に規定されている通り、貨物が当該ＥＰＡの要件を満たすか否かに

関する説明（資料）を税関へ提出することが求められます。この場合、当該説明（資

料）については、輸入者が入手できないものまで税関へ提出する義務を負っている

ものではありません。 

 また、当該説明（資料）が提出できない場合、特恵適用が直ちに否認されるもの

ではありません。 

 

 輸入者が当該説明（資料）を税関に提出することとした場合には、以下のように

取り扱われます。 

１．輸入者による特恵待遇の要求が「原産地に関する申告（輸出者自己申告）」に

基づく場合 

・輸入者は当該説明（資料）の提出にあたって税関様式Ｃ第５２９３号（原産品申

告明細書様式）を使用することが可能です。 

・この場合、輸出者は同ＥＰＡ第３・１７条１に基づき原産地に関する申告及び提

供する当該情報の正確性について責任を負います。 

２．輸入者による特恵待遇の要求が「輸入者の知識（輸入者自己申告）」に基づく

場合 

・当該説明（資料）の提出に当たり、輸入者は税関様式Ｃ第５２９２号－４（原産

品申告書様式） 及びＣ第５２９３号（原産品申告明細書様式）を使用することが

可能です。 

・輸入者自己申告は、輸入者が同ＥＰＡ第３・１８条に基づき貨物が原産品である

こと及び当該協定に定める要件を満たすことを示す情報を入手していることが前

提となっております。 

 

 なお、必要に応じ、同協定第３・２１条に基づく原産品であるかどうかの確認を

行う場合があります。 

 

Japanese  

http://www.customs.go.jp/roo/text/eu-3-16.htm 

 

English  

http://www.customs.go.jp/roo/english/text/eu-3-16e.htm 

http://www.customs.go.jp/roo/text/eu-3-16.htm

