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2022 年 12 月 26 日リリース分 

■2022 年 12 月 26 日リリース分 

【機能の改善】RCEP2022 の原産資格証明書の発行機能について ※契約利用者・Lite プラン利用者対象 

「RCEP 協定 2022」について、認定輸出者の場合は原産資格証明書（I）メニューより原産資格証明書を

発行いただけるようになりました。 

 

※RCEP 協定は 2023 年 1 月 1 日より品目別規則の年次が HS2012 から HS2022 へ変更になります。

JAFTAS では HS2022 の品目別規則に対応した新協定として、「RCEP 協定 2022」を 2022 年 11 月

11 日よりご利用開始いたしました。詳細は以下 2022 年 11 月 10 日リリース分をご参照ください。 

【重要な変更】RCEP 協定および日アセアン協定の年次変更について 

 

なお、これまで活用いただいておりました「RCEP 協定」は、FTA 対象品（E）（P）メニューの調査対象

品を新規で登録する場合に、年明けより協定の選択肢に表示されなくなります。 

 

※「RCEP 協定」および「RCEP 協定 2022」について、JAFTAS では証明制度として自己証明はご利用を

開始しておりません。そのため原産資格証明書（I）メニューで自己証明用の原産資格証明書も発行いた

だけませんのでご了承ください。 

 

※認定輸出者機能のご利用には、JAFTAS へ事前に認定輸出者として登録をする必要があります。詳細は

JAFTAS サポートデスクへお問い合わせください。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 12 月 1 日リリース分 

■2022 年 12 月 1 日リリース分 

【新機能】（R）および（A）メニュー・一覧のまとめて操作に「基本情報コピー」機能を追加 

調査依頼・回答受信（R）および調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面にて、複数の依頼 ID また

は回答 ID の基本情報をまとめてコピーし、任意の場所にペーストできる「基本情報コピー」機能を新しく追加い

たしました。メールでのお問い合わせ時やメモ作成等にぜひご活用ください。 

 

対象画面：調査依頼・回答受信（R）および調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面 

対象情報：回答 ID、依頼 ID、依頼者の品番、依頼者の品名（英）、依頼者の品名（日） 

 

※本機能は、調査依頼・回答受信（R）および調査回答・回答送信（A）の詳細メニュー右下の「メール

作成」機能について、複数の問い合わせを行うときにも同内容を転記したい、というご要望にお応えしました。

メール作成機能と同様、依頼者側の情報をコピーし、転記できる機能となっております 

 

操作方法： 

①（R）または（A）メニュー一覧画面＞まとめて操作＞「基本情報コピー」を選択します 

②基本情報をコピーする ID を選択し、「実行」をクリックします 

③任意の場所へペースト（Ctrl+V）します 

【不具合の改修①】回答時に未達成理由の入力が必須とならない不具合 

＜事象＞ 

JAFTAS では回答者が調査結果を「未達成」で回答する際は、依頼者へ「未達成理由」を併せて伝達する

仕様としております。しかしながら、原産資格調査（D）にて手動判定を行い調査結果を「未達成」と登録し

た場合に、調査回答・回答送信（A）メニューにて「未達成理由」の選択が必須とならない不具合が発生し

ておりました。 

 

＜改修＞ 

原産資格調査（D）にて手動判定を行った場合でも調査結果が「未達成」であれば、調査回答・回答送信

基本情報コピー 

 

 

 

Ctrl+V でペースト 
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2022 年 12 月 1 日リリース分 

（A）メニューにて回答時に「未達成理由」の選択・入力を必須とするよう改修いたしました。 

 

【不具合の改修②】TSV ファイルの原産品判定基準データが JCCI システムへ正しく反映されない不具合① 

＜事象＞ 

荷姿が「同意通知」の場合、JCCI システムへ連携する TSV ファイルを原産資格調査（D）メニューより出力

いただけます。品目別原産地規則として「一般ルール」を選択している場合に（※）、出力した TSV ファイル

を JCCI システムへアップロードした際、原産品判定基準のデータが正しく反映されない不具合が発生しており

ました。 

※以下の協定が対象です： 

日アセアン包括的経済連携協定、日ベトナム経済連携協定、日スイス経済連携協定 

 

※日インド包括的経済連携協定で「一般ルール」を選択した場合にも、現在同様の不具合が発生してお

ります。こちらについては別途改修を実施する予定です、皆様にはご迷惑をお掛けしており誠に申し訳ご

ざいません。 

 

＜改修＞ 

品目別原産地規則として「一般ルール」を選択している場合にも、JCCI システムへ原産品判定基準のデータ

が正しく反映されるよう改修いたしました。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 11 月 10 日リリース分 

■2022 年 11 月 10 日リリース分 

 

今般のリリースでは、各メニューの一覧画面の機能を中心に改修を実施いたしました。また、RCEP 協定

および日アセアン協定の年次変更後の品目別規則を備えた新バージョンのご利用も開始しております。 

ご不明点等ございましたらサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。 

【機能の改善】一覧画面の改修について 

【機能の改善】（R）および（A）メニュー・一覧の表示項目の順序を変更 

調査依頼・回答受信（R）および調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面にて、参照される頻度の高

い項目を画面の左側へ配置しました。1 つの ID に対し画面を右方向へスクロールせずとも、回答日や納品先

等の、頻繁に参照される情報をご確認いただけるようになりました。 

 

◆［調査依頼・回答受信（R）一覧］画面 

 

◆［調査回答・回答送信（A）一覧］画面 

 

【機能の改善】全メニュー・一覧画面の項目名（ヘッダー行）を固定 

各メニューの一覧画面にて、項目名を表示するヘッダー

行を固定し、画面を下方向にスクロールしても項目名を

引き続きご確認いただけるようにいたしました。 

 

回答日を移動 

回答期限日、納品先、納品先品番を移動 
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2022 年 11 月 10 日リリース分 

【重要な変更】RCEP 協定および日アセアン協定の年次変更について 

RCEP 協定および日アセアン協定の品目別規則が改定

されることを受け、改定後の品目別規則を JAFTAS へ

追加し、2022 年 11 月 11 日よりご利用いただけるように

いたしました。 

移行期間中は、改定前・改定後の品目別規則の両バ

ージョンをご利用いただけます。 

 

 

1）RCEP 協定の対応について 

2023 年 1 月 1 日より、品目別規則の年次が HS2012 から HS2022 へ変更になります。JAFTAS では

HS2022 の品目別規則に対応した新協定として「RCEP 協定 2022」を追加しました。なお、現在ご利用いた

だいている HS2012 に基づく「RCEP 協定」は、2022 年 12 月末をもって、FTA 対象品（E/P）メニューにお

ける新規の調査対象品登録および再調査機能を停止いたします。 

※「RCEP 協定 2022」のインポート時の協定コードは「RX」です。 

※過去に「RCEP 協定」で作成した ID の詳細情報は引き続きご覧いただけます。 

 

◆詳細については以下の資料をご覧ください。 

RCEP 協定 2022 スタートのお知らせ_回答者の皆様へ 

RCEP 協定 2022 スタートのお知らせ_契約利用者の皆様へ 

２）日アセアン協定の対応について 

2023 年 3 月 1 日より、品目別規則の年次が HS2002 から HS2017 へ変更になります。JAFTAS では

HS2017 の品目別規則に対応した新協定として「日アセアン包括的経済連携協定 2017」を追加いたしました。

なお、現在ご利用いただいている HS2002 に基づく「日アセアン包括的経済連携協定」は、2023 年 2 月末を

もって、FTA 対象品（E/P）メニューにおける新規の調査対象品登録および再調査機能を停止いたします。 

※「日アセアン包括的経済連携協定 2017」のインポート時の協定コードは「AX」です。 

※過去に「日アセアン包括的経済連携協定」で作成した ID の詳細情報は引き続きご覧いただけます。 

 

◆詳細については以下の資料をご覧ください。 

日アセアン協定 2017 スタートのお知らせ_回答者の皆様へ 

日アセアン協定 2017 スタートのお知らせ_契約利用者の皆様へ 

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/RCEP協定2022スタートのお知らせ_回答者の皆様へ.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/RCEP協定2022スタートのお知らせ_契約利用者の皆様へ.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/日アセアン協定2017スタートのお知らせ_回答者の皆様へ.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/日アセアン協定2017スタートのお知らせ_契約利用者の皆様へ.pdf
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2022 年 11 月 10 日リリース分 

【機能の改善】依頼回答時の詳細画面へ過去回答時の同意通知期限を表示 

・依頼の区分が「定期原産性維持確認」である場合、調査依頼・回答受信（R）および調査回答・回答送

信（A）メニューの詳細画面へ、過去に実施した調査の情報が表示されます。 

・今般の改修により、回答方法が同意通知の場合には、「過去依頼 ID（過去回答 ID）」および「過去日商

判定番号」に加えて、新たに「過去同意通知期限」を表示するようにいたしました。 

※区分は新規、定期原産性維持確認、再調査のいずれかを表示します。詳細は操作マニュアル A)回答の

機能 A1)をご参照ください。 

【機能の改善】RCEP 協定／RCEP 協定 2022 の TSV ファイル出力について 

日本商工会議所より RCEP 協定の TSV ファイルの仕様が公開されたことを受け、JAFTAS でも荷姿が「同意

通知」かつ調査結果が「達成」の場合に、[原産資格調査（D）詳細]画面より RCEP 協定の仕様に対応し

た TSV ファイルを出力できるよう改修を行いました。 

※RCEP 協定 2022 においても同機能をご利用いただけます。 

過去同意通知期限 

インドネシアの RCEP 協定発効について： 

 RCEP 協定が未発効となっていたインドネシアについて、2023 年 1 月 2 日に効力を生

ずることとなりました。JAFTAS では、「RCEP 協定 2022」の輸入通関国へインドネシア

を追加しております。 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2022 年 11 月 10 日リリース分 

【不具合の改修①】依頼者が回答取下を承認すると、依頼者メッセージが上書きされてしまう不具合 

＜事象＞ 

回答者が「回答取下」を行い、依頼者が当該取下げ

を調査依頼・回答受信（R）通知一覧にて承認する

と、依頼者によるメッセージが「回答取下承認」へと上

書きされ、過去の回答者への伝達事項が消えてしまう

不具合が発生しておりました。 

 

＜改修＞ 

調査依頼・回答受信（R）通知一覧にて依頼者が

回答の取下げを承認する際は、「承認」ボタンをクリック

すると表示されるモーダルにて回答者へのメッセージを

編集できるよう改修を行いました。モーダルには過去の

回答者への伝達事項も併せて表示されますので、過

去履歴も含めたメッセージの記載を行っていただけます。 

【不具合の改修②】1 件の依頼 ID から 2 つの回答 ID が作成される不具合 

＜事象＞ 

2022 年 10 月 20 日のリリースノートでお伝えしておりますとおり、1 件の依頼 ID から 2 つの回答 ID が作成

される不具合が発生いたしました（発生日：2022/10/20 および 2022/11/8）。 

※当該事象の対象の企業様へは個別にご連絡を差し上げております。迅速にご対応いただき誠にありがと

うございます。 

 

◆参照：【不具合の改修③】調査依頼・回答受信（R）メニューまとめて操作の「依頼送信」操作に起

因する不具合 

 

＜改修＞ 

当障害は、1 件の依頼 ID に対し複数回のシステム処理が行われる状況の発現に起因することが特定されま

したため、こちらを抑制するようシステムの改修を行いました。対象企業様にはご不便をお掛け致しました。ご

協力ありがとうございました。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 10 月 20 日リリース分 

■2022 年 10 月 20 日リリース分 

 

今回の改修では、依頼に関連する機能を中心に改修を実施いたしました。また、複数の不具合が発生し

ており皆様にはご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。JAFTAS の機能に関しまし

て、ご意見やご要望がございましたらサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。 

【新機能】日 EU・日英協定の利用時に原産資格調査（D）メニュ―へ VA ルールの注意事項を表示 

・日 EU 経済連携協定および日英包括的経済連携協定では、VA ルールにて MaxNOM と RVC の 2 つの

計算式が規定されております。 

・自社で把握する取引価格により、適切な計算式をご選択いただけるよう、ご留意事項に関するマニュアルを作

成し、JAFTAS 上では原産資格調査（D）メニューの付加価値基準の入力欄にリンクを掲載いたしました。 

【機能の改善】調査依頼・回答受信（R）メニューへ回答者所属部署（英）を表示 

・サプライヤー証明書の英語版を作成するにあたり、調

査回答・回答送信（A）メニューにて回答時に回答

者の「所属部署（英）」を必要に応じてご入力いた

だいております。 

・今回のシステム改修により、調査回答・回答受信

（R）メニューの詳細画面の『回答内容』欄へ「所

属部署（英）」の項目を新たに追加し、回答時に

依頼者側へも当該情報を表示するようにいたしまし

た。なお、既存の「所属部署」は「所属部署（日）」

へと名称を変更しています。 

 

◆参考：【ご要望＝英語版のサプライヤー証明書を出力できるようにしたい】 

※2022/10/20 以前に依頼 ID のステータスが‟回答済“まで進んでいる場合、回答者所属部署（英）は

空欄で表示されます。 

所属部署（英） 

 

所属部署（日） 
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2022 年 10 月 20 日リリース分 

【機能の改善】JAFTAS 外資料取込の登録画面へ登録する対象品の品番情報等を表示 

・「JAFTAS 外の資料取込」機能をご利用時の登録画面へ、『登録対象品情報』欄を設け、登録する対象品

の品番や品名等の情報をご確認いただけるようになりました。 

 

◆JAFTAS 外の資料取込とは 

JAFTAS を経由せずに入手または作成したサプライヤー証明書等の調査結果に関する資料を、疑似

的に依頼を作成して JAFTAS へ取込みする機能です。 

 

＜調査回答・回答送信（A）より遷移した場合＞ ＜原産資格調査（D）より遷移した場合＞ 

【不具合の改修①】回答者による依頼差戻し時に、回答者の担当情報が依頼者へ伝達されない不具合 

＜事象＞ 

回答者による「依頼差戻」の際に、回答者の担当

情報を入力する機能がないため、当該差戻しを受

信した依頼者が差戻しの問合せ先が分からずお困

りになるという事象が発生しておりました。 

 

＜改修＞ 

回答者が「依頼差戻」を行う場合には、差戻し事

由等を入力するモーダル画面にて、ご担当者情報

を入力いただけるよう改修を行いました。 

こちらで入力した情報は、調査回答・回答送信

（A）メニューおよび調査依頼・回答受信（R）メ

ニュ―の『回答内容』欄へ反映され、回答者から依

頼者へ伝達する内容に含まれます。 

  

回答者の担当情報を入力可能 
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2022 年 10 月 20 日リリース分 

【不具合の改修②】直接回答（構成品）の受信時に、判定結果を登録するモーダルが表示されない不具合 

＜事象＞ 

依頼者が回答者から直接回答（荷姿：構成品）を受信した際に、当該構成品の依頼 ID を作成した調

査 ID や構成品 ID との紐づきが切れていると、調査依頼・回答受信（R）メニューで原産資格判定結果を

登録するモーダル画面が表示されない不具合が発生しておりました。 

 

※通常は調査内容の承認時に、『原産性判定結果』と『原産品の基準』を登録するモーダルが表示

されます。なお、荷姿が輸出品の場合や（後続作業として輸出者判定を行う）、パススルー企業

として直接回答を受信した場合には（調査起点企業にて原産資格判定結果の登録を行う）、

当該モーダルは表示されません。 

 

＜改修＞ 

依頼 ID の紐づきの有無に関わらず、直接回答を受信し

た場合には原産資格判定結果を登録いただけるよう改

修を行いました。依頼 ID を再利用している場合には、

再利用先へ登録した判定結果を反映します。 
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2022 年 10 月 20 日リリース分 

【不具合の改修③】調査依頼・回答受信（R）メニューまとめて操作の「依頼送信」操作に起因する不具合 

＜事象＞ 

2022/9/30、調査依頼・回答受信（R）一覧にて、まとめて操作の「依頼送信」を実施したところ、1 件の依

頼 ID に対し複数の回答 ID が作成される不具合が発生いたしました。 

※当該事象の対象の企業様へは個別にご連絡を差し上げております。迅速にご対応いただき誠にありがと

うございます。 

 

＜改修＞ 

・2022/9/30 発生の事象は、大量の依頼をまとめて操作により送信する場合に、依頼の送信完了まで時間

を要するため、表示モーダルにて同じボタンを複数回クリックできてしまうことに起因する障害であることが判り

ました（※）。 

・上記の再発防止策として、2022/10/13 に緊急システムメンテナンスを実施し、表示モーダルへ以下のメッセ

ージを掲載いたしました。なお、本来であればまとめて操作の「依頼送信」時のみに表示されるべきメッセージ

が、個別の「依頼送信」時にも表示されておりましたため、2022/10/20 の定期システムメンテナンスにてこちら

の不具合が解消されましたことをご報告いたします。 

 

※2022/10/20、複数の回答 ID が作成される不具合が 1 件発生しました。「まとめて操作：依頼送信」

とは別の原因として、調査を進めております。当該事象の対象の企業様へは個別にご連絡を差し上げて

おります。ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが引き続きご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

＜2022/9/30 発生の事象の経緯＞ 

9 月 30 日（金）  障害の発生 

10 月 3 日（月）  対象の企業様へご連絡 

10 月 11 日（火） 臨時システムメンテナンスによる障害の解消および対象企業様へご報告 

10 月 13 日（木） 臨時システムメンテナンスによる再発防止策の実施（メッセージの表示） 

10 月 20 日（木） 定期システムメンテナンス 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 9 月 29 日リリース分 

■2022 年 9 月 29 日リリース分 

【新機能】HS コード管理機能（入力補助マスタ）について 

経済産業省の実証事業の一環として、HS コードを特定するウェブサイト（HS LAB）と併せ、この度

JAFTAS で HS コードを管理する機能を新たにリリースいたしました。 

HS コードを事前に登録しておくと、原産資格調査（D）メニューの構成品登録や、FTA 対象品（E/P）メニ

ューの調査対象品登録がスムーズに行えるようになります。また、自社産品の HS コードを JAFTAS で一元管

理することもできますのでぜひご活用ください。 

 

＜ご利用方法＞ 

１）輸出品/構成品マスタ(①)へ製品情報を登録 

２）品番 HS コード(②)へ HS コードを登録 

※①で登録した輸出品/構成品に②で登録する HS コードを紐付けします。最初に①の登録を必ず行っ

てください。 

３）他メニューにて「輸出品/構成品+HS 検索」ボタンより HS コード情報等を引用 

 

 

① 

② 

■FTA 対象品(E/P) 

■原産資格調査(D) 

 

 

 

 

引用 

引用 

 

HS コードの特定 

 

HS コードの
蓄積&管理 

 

蓄積 

 

https://jaftas.jp/hslab/


 

2/4 

 

2022 年 9 月 29 日リリース分 

１）輸出品/構成品マスタ 

既存機能である輸出品/構成品マスタへ、HS 分類の根

拠となる製品情報（9 項目）を任意でご登録いただけ

るようになりました。既に輸出品/構成品へ登録済の情

報がある場合は、当該項目はブランク表示となります。 

 

◆詳細は操作マニュアル II-3-1）＜輸出品/構成品マ

スタ＞をご覧ください。 

 

※インポート・ダウンロードフォーマットへも上記 9 項目が

追加となります。 

 

 

 

 

２）品番 HS コードマスタ NEW 

輸出品/構成品マスタへ登録した情報に、HS コード情報を紐付けする機能です。1 つの輸出品/構成品情報

に対し、年版や輸入国ごとに複数の HS コード情報を登録することが可能です。 

また、登録する HS コードに関連する注や関税率表解説もご覧いただけます。※解説は HS2017 年版のみ 

 

＜登録方法＞ 

編集画面にて 1 件ずつ登録する方法、複数の情報をまとめて登録する方法（インポート）があります。イン

ポートの場合は、一覧よりダウンロードしたデータに HS コード情報を追加して取込みすることが可能です。 

◆登録方法の詳細は操作マニュアル II-3-1）＜品番 HS コードマスタ＞をご覧ください。 

HS コードに関連する注や解説を閲覧 

HS コードは年版とセットで登録 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AII%EF%BC%89%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A8%AD%E5%AE%9A.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AII%EF%BC%89%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A8%AD%E5%AE%9A.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AII%EF%BC%89%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A8%AD%E5%AE%9A.pdf
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2022 年 9 月 29 日リリース分 

※ダウンロードデータを利用してインポートを行う際の注意点 

「品番＋補助品番」の一致する情報はすべて上書きされる洗い替えの仕様となっています。一覧画面にてダ

ウンロードデータの絞りこみを行う際は、データ一式に不足がないことを必ずご確認ください。 

 

＜HS コードの特定について＞ 

HS コードの特定にお困りの場合は、株式会社東京トレード・コンプライアンスの運営する HS コード特定サ

イト（HS LAB）をぜひご活用ください。また、JAFTAS サポートデスクにて分類方法や注釈・解説等の読

み方のご案内も行っております。 

３）登録済 HS コードの活用方法 

他メニューにて輸出品や構成品の HS コードの入力時に、入力補助マスタへ登録済の HS コードを引用するこ

とができます。各メニューにて、「構成品+HS 検索」ボタンもしくは「輸出品+HS 検索」ボタンをクリックすると、モ

ーダル上に引用可能なマスタ情報が表示されます※。利用するマスタ情報を選択すると、品番・補助品番・品

名・HS コード等が転記されます。 

※HS コードが未登録の輸出品/構成品情報も表示されます 

※HS コードを登録済場合は、利用協定に対して適用可能な年版の HS コードが登録された輸出品/構成

品のみを表示します 

 

＜対象画面＞ 

原産資格調査（D）：調査対象品の登録・一括登録・編集画面 

FTA 対象品（E/P）：FTA 対象品の登録・編集画面 

HS LAB の検索方法（10/1 公開予定）： 

◆Quick Search：業界別のコンテンツより検索（自動車・鉄鋼・繊維・部分品） 

◆Word Search：用語（自動車）、号の規定より検索 

◆Tariff Search：HS 年版別の品目表や関税率表解説等を閲覧可能 

モーダルが表示され、入力補助マスタの情報を引用可能 

https://jaftas.jp/hslab/
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2022 年 9 月 29 日リリース分 

【不具合の改修】パススルー企業を経由した調査依頼の取下げに起因する不具合 

＜事象＞ 

パススルー企業が仕入先への依頼を取下げした後、仕入先へ新たな依頼を作成することなく調査起点への

回答を進めると回答結果が「取下」と表示され、調査起点企業では依頼の取下げを行っていないにもかかわ

らず取下の承認以外の操作ができなくなる不具合が発生いたしました。 

 

＜改修＞ 

パススルー企業が依頼の取下げを行った場合には、ご状況に応じて調査依頼・回答受信（R）にて「承認」

ボタンをクリックできないよう制御し、先に行う必要のある操作のご案内を表示し適切に調査起点へご回答い

ただけるよう改修いたしました。当障害により長らくご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 9 月 8 日リリース分 

■2022 年 9 月 8 日リリース分 

【不具合の改修】調査回答・回答送信（A）へ該当案件とは異なる過去回答 ID が表示される不具合 

＜事象＞ 

過去に特定の条件が一致する原産資格調査依頼を受信したことがある場合には（依頼の区分が「定期原産

性維持確認」または「再依頼」の場合）、調査回答・回答送信（A）の画面へ依頼側の過去依頼 ID と紐づ

く回答側の過去回答 ID が表示されますが(※)、この度、該当案件とは紐づかない過去回答 ID が表示される

事象が発生しました。 

※2022 年 6 月 9 日リリース分参照 

 

＜改修＞ 

障害の原因を特定し、過去依頼 ID と紐づく回答側の過去回答 ID が表示されるよう改修を行いました。本

障害によりご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 6 月 30 日リリース分 

■2022 年 6 月 30 日リリース分 

【新機能】自社調査結果の JAFTAS への取込方法について 

・JAFTAS の原産資格判定機能を利用せずに自社で作成したサプライヤー証明書等の資料を JAFTAS へ取

込みする場合は、調査回答・回答送信（A）や原産資格調査（D）メニューにて「JAFTAS 外の資料取込」

の機能をご利用いただいております。 

・これまで「JAFTAS 外の資料取込」機能により登録する調査対象品は、全て「外製品」扱いとなっておりました

が、今般の改修により、「内製品」「外製品」の区分けを行えるようになりました。 

・内製品として登録した調査結果はグループ設定がされているユーザーでも閲覧ができるようになります。 

 

＜JAFTAS 外の資料取込とは＞ 

JAFTAS を経由せずに入手または作成したサプライヤー証明書等の調査結果に関する資料を、疑似的に依

頼を作成して JAFTAS へ取込みする機能です。 

 

＜操作手順のご案内＞ 

自社で作成した調査結果を JAFTAS へ取込みする場合は、調査回答・回答送信（A）受付時または原

産資格調査（D）構成品登録時に、仕入先選択のプルダウンにて「自社調査結果」を選択します。その後、

各詳細画面にて「JAFTAS 外の資料取込み」ボタンをクリックし登録画面へ進んでください。 

※他社の調査結果（サプライヤー証明書等）の取込の場合は手順に変更ございません。 

【新機能】仕入先追加申請・招待機能について 

招待に関する作業を招待側も受諾側もスムーズに行っていただけるよう、以下 4 つの機能を追加しております。 

①仕入先追加申請時にアカウント管理者以外の担当者へも通知を送信できるようになりました 

・JAFTAS を既にご利用中の企業を自社の仕入先として招待する際に、これまでは被招待企業のアカウント管

理者のみへ通知が送られていましたが、JAFTAS へユーザー登録されているか否かに関わらず、他担当者へも

内製品 自社調査結果 
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2022 年 6 月 30 日リリース分 

通知の送信ができるようになりました。 

 

・アカウント管理者以外の仕入先担当者へも通知を送信する場合は、招待企業にて［✐仕入先追加申請・

招待］画面へ当該担当者の氏名およびメールアドレスをご入力ください。 

②招待受諾企業におけるユーザー登録が簡便になりました 

・被招待企業では招待受諾画面にて、招待企業が①で入力した自社の業務担当者情報を確認できます。 

・表示された担当者が JAFTAS ユーザーとして未登録の場合には、「ユーザー登録」ボタンが表示されます。氏

名およびメールアドレスに誤りがないかを確認し［✐ユーザー 登録］画面へお進みください。 

③JAFTAS 未登録の担当者の問合せ先を整備しました 

・JAFTAS へユーザー登録されていない担当者が①の招待に関する通知を受け取った場合に、JAFTAS ホー

ムページまたは JAFTAS サポートデスクへ自社のアカウント管理者について問合せできるようにいたしました。 

④招待の再送信をまとめて操作からも行えるようになりました 

・［仕入先追加申請・招待送信・管理 一覧］画面のまとめて操作へ「一括再送信」機能を追加しました。

再度招待を送信したい「招待中」の企業を選択し、招待をまとめて再送信することができます。 

 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2022 年 6 月 9 日リリース分 

■2022 年 6 月 9 日リリース分 

【新機能】 調査回答・回答送信（A）へ過去依頼 ID に紐づく過去回答 ID を表示 

※調査回答・回答送信（A）に対し、「定期原産性維持確認」の際の利便性向上機能としてお寄せいただ

いたご要望です。本改修により、効率的な原産性維持確認業務を実現しました。 

 

過去に同じ案件の原産資格調査の依頼を受信したこ

とがある場合に（依頼の区分が「定期原産性維持確

認」または「再依頼」の場合）、依頼の受信時に過去

の調査内容を確認いただけるよう、調査回答・回答送

信（A）の詳細画面へ、依頼側の過去依頼 ID と併

せて回答側の過去回答 ID も表示されるように改修い

たしました。 

【機能の改善】 JAFTAS 外の資料取込み時における画面遷移について 

※調査回答・回答送信（A）の操作性の向上により、回答者様による円滑な操作を実現しました。 

 

・「JAFTAS 外の資料取込」は、調査回答・回答送信（A）および原産資格調査（D）メニューにおいて、

JAFTAS を経由しないで入手したサプライヤー証明書等の資料を、疑似的に依頼を作成し JAFTAS へ取り

込みする機能です。 

・これまでは「JAFTAS 外の資料取込」ボタンをクリック後、別タブで表示される依頼の登録画面へ入力を行って

から、元の回答 ID や調査 ID 画面を更新し入力結果を反映いただく必要がありました。 

・今般の改修により、「JAFTAS 外の資料取込」ボタンをクリック後、同じタブで依頼の登録画面が表示され、登

録後は元の回答 ID もしくは調査 ID の画面へ自動で画面が遷移いたします。当機能ご利用のみなさまには、

操作性の確認をお願いいたします。 

・また、JAFTAS 外の資料取込み時に依頼の登録画面で資料を添付した際に、当該資料がダウンロードできな

い仕様となっておりましため、添付資料のダウンロードを可能とするよう併せて改修しております。 

【不具合の改修】 ダウンロードデータの生産国情報の出力について 

＜事象＞ 

調査依頼・回答受信（R）および FTA 対象品（E/P）にて一覧をダウンロードした際に、回答の受信前で生

産情報が入力されていないにもかかわらず、生産国情報が「日本」と出力されるようになっていました。 

 

＜改修＞ 

過去依頼 ID R000000000X (A000000000X) 
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2022 年 6 月 9 日リリース分 

生産情報が入力されていない場合には、ダウンロード時に生産国情報が空欄となるよう改修を行いました。 

【不具合の改修】 かんたん CTC で登録した構成品情報を複製した場合の不具合 

※当不具合より影響が生じた原産資格調査（D）は 3 件ございました。既にご関係各社に連絡の上、対応を

完了しております。ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 

＜事象＞ 

原産資格調査（D）において、かんたん CTC を利用し構成品を登録した後、原産品の基準をカテゴリーB へ

変更し構成品情報を複製した場合に、構成品の調査結果が達成となっておらずとも、原産資格判定が「達成」

となる事象が発生しました。 

 

＜改修＞ 

上記の手順を踏んだ場合にも、原産資格判定が正しく機能するよう改修を行いました。 

【不具合の改修】 依頼 ID の HS コード変更情報が依頼 ID に紐づく全ての ID へ連動しない不具合 

※当不具合より影響が生じた依頼 ID は 12 件（2 社）ございました。当不具合によりデータ補正が必要とな

る企業様へは直接ご連絡を差し上げております。ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 

＜事象＞ 

作成された依頼 ID が「依頼再利用」機能により複数の調査や調査対象品に紐づいている場合において、特定

の操作を経ますと、当該依頼 ID の HS コードが変更となっても、一部 ID への当該 HS コードの変更情報が反

映されないケースの発生が確認されました。 

【参考】調査依頼・回答受信（R）メニューにおいて依頼 ID のステータスが‟作成中“の場合は、編集画面

にて HS コードの変更が可能です。 

 

＜改修＞ 

調査依頼・回答受信（R）メニューにおいて依頼 ID の HS コードが変更された場合には、当該依頼 ID に紐

づく全ての ID（依頼再利用先の情報）へ HS コードの変更情報が反映されるよう改修を行いました。 

 

 

■この度は上記 2 件の不具合の発生がございましたこと、申し訳ございませんでした。 

■JAFTAS では、発生が確認されました不具合・障害に対しては迅速に対応を進めて参りますとともに、

これからも皆様の使い勝手向上に資する追加機能の開発を進めて参ります。不具合やご要望がござ

いましたら、お気軽にサポートデスクにお問い合わせください。 
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2022 年 5 月 19 日リリース分 

■2022 年 5 月 19 日リリース分 

【不具合の改修】親調査の依頼送信ユーザーが削除された場合に支給品調査依頼が送信されない不具合 

＜事象＞ 

依頼企業において依頼送信後に当該操作を実施したユーザー情報を削除している場合に、回答企業にて当

該依頼に紐づく原産資格調査より支給品の調査依頼が送信されると、システムエラーにより支給品依頼が送信

されない障害が発生いたしました。 

 

＜改修＞ 

今般の改修により、削除されたユーザーにメールが届かなくとも、アカウント管理者宛てに支給品調査の通知が

送信されることにより、エラーの発生を防止いたしました。皆様にはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでし

た。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞
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2022 年 4 月 28 日リリース分 

■2022 年 4 月 28 日リリース分 

【ご要望＝原産資格調査（D）で構成品の調査依頼時に協定年版と HS コードの存在チェックを行う】 

・原産資格調査（D）メニューにおいて複製機能をご利用いただいた場合に、対象の協定の HS 年版とは異な

る HS コードの依頼や調査が生じておりました。皆様にはご迷惑をお掛けしており誠に申し訳ございませんでした。 

・今般の改修により、原産資格調査（D）メニューより構成品の依頼を作成する際に、当該構成品の HS コー

ドが対象協定に存在するかをシステムがチェックし、存在しない場合には依頼が作成できないよう制御が掛かる

ようにいたしました。 

・なお、HS コードの変更には、分類明確化のための技術的な変更も含まれ、同一コードであっても対象が異な

る場合があります。「複製」機能のご利用時は、正しい HS コードを選択していることを、今一度ご確認ください。 

 

＜例＞日 EU 協定(HS2017)の調査を受信し、日アセアン協定(HS2002)の調査 ID を複製した場合 

【仕様の修正＝調査依頼・回答受信(R)・調査回答・回答送信 (A)のデータ出力における不具合の解消②】 

＜事象＞支給品問合せコード「HS9999.99」を用いた依頼-回答で当該 HS コードが修正された後に、依頼

および回答の一覧画面をダウンロードしても、「品目別規則」のデータが空白のまま出力される障害が発生してお

りました（2021/10/21 のリリースノートもご参照ください）。 

 

＜不具合の改修＞「HS9999.99」を用いた依頼-回答で当該 HS コードが修正されると、依頼および回答の

ダウンロードの出力データに修正後の HS コードの「品目別規則」が反映されるよう改修を行いました。改修完了

までに時間を要し、ご迷惑をお掛け致しましたこと、お詫び申し上げます。 

なお、既に完了済みの調査依頼・回答受信（R）のデータをダウンロードし、自社システムに取り込むなどのデー

タ連携を行っている場合、今回の障害解消により、過去のダウンロードデータの当該情報が変更となる場合があ

ります。お手数ですが、再度ダウンロードの上、データをご活用いただけますようお願いいたします。 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

複製後の構成品の HS 年版は複製元

と同じ HS2002 です 

「依頼作成」をクリック時に、依頼する構成品の 

HS が HS2017 に存在するかチェックが入ります 

依頼する構成品の HS が対象協定に存在しない場合は、 

エラーメッセージが表示され依頼の作成ができません 
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2022 年 4 月 21 日リリース分 

■2022 年 4 月 21 日リリース分 

【ご要望＝不要になったデータを非表示にしたい・削除したい】 

JAFTAS では既に依頼済で調査中のデータや、また原産資格調査の真正性の観点から、特定のステータスの

場合を除き、不要なデータであっても削除を行うことができない仕様となっております。 

このため、JAFTAS をご利用いただく中で、入力や操作の誤り等により発生する不要なデータの取り扱いについて、

皆様から掲題のご要望を頂戴しておりました。当該ご要望について、データの非表示・削除・発生の抑止の 3 つ

の観点で検討を行い、皆様にとってより使い易いシステムとなるよう改修を実施いたしました。 

 

①不要なデータを非表示にする ⇒ アーカイブ機能の実装（全てのステータスが対象） 

②不要なデータを削除する ⇒ まとめて操作にも「削除」機能を追加（削除可能なステータスのみ対象） 

③不要なデータの発生を抑止する ⇒ 操作に迷う箇所にガイダンスの表示 

①不要なデータを非表示にする（アーカイブ機能） 

・今般の改修により、データの表示/非表示を利用者の皆様のご判断により切り替えていただけるよう、新たにア

ーカイブ機能をJAFTASへ実装いたしました。アーカイブを行いますと各メニューの一覧画面において、対象 ID

が表示されなくなります。 

・アーカイブした ID は再利用および複製の対象から外れます。 

 

◆対象メニューは以下のとおりです。 

-調査依頼・回答受信（R） 

-調査回答・回答送信（A） 

-原産資格調査（D） 

-FTA 対象品（輸出品）（E） 

-FTA 対象品（構成品）（P） 

-原産資格証明書（I） 

 

◆アーカイブするには 

各 ID の詳細画面にて「アーカイブ」ボタンをクリック、もしく

は一覧画面のまとめて操作からも「アーカイブ」を選択し

「実行」をクリックすると、当該 ID が一覧画面で非表示

となります。なお、ダッシュボードに表示される件数にはア

ーカイブ済の ID を含みます。 

  

 アーカイブ 

アーカイブアイコンが表示される 
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2022 年 4 月 21 日リリース分 

◆アーカイブを解除するには 

各 ID の詳細画面にて「アーカイブ解除」ボタンをクリック、

もしくは一覧画面のまとめて操作からも「アーカイブ解除」

を選択し「実行」をクリックすると、当該 ID が一覧画面で

再表示されます。 

 

 

 

◆アーカイブした ID を表示させるには 

アーカイブ済の ID を一覧画面へ表示させるには、検索

条件で「☑アーカイブ済の ID も表示」をチェックします。ア

ーカイブ済の場合はアーカイブ欄に「〇」が付きます。一

覧画面のダウンロード時は、アーカイブ済の ID にはアーカ

イブ日時が記載されます。 

 

 

◆アーカイブする前にご確認いただきたいこと 

・アーカイブは各メニューの全てのステータスにおいて、他 ID との紐付けの有無に関わらず行うことができます。

アーカイブしても繋がっている他の ID との紐付けは切れません。アーカイブする際には、他メニューの各 ID と

の紐づきがないか等も併せてご確認ください。 

・社内メモ等へアーカイブ事由をメモしておくことを推奨します。 

・FTA 対象品（輸出品）（E）の ID をアーカイブすると、当該 ID は原産資格証明書（I）において表示

がされなくなります(原産資格証明書の発行が不可となります)。 

 

＜ご利用方法＞ 

アーカイブ機能の詳細については操作マニュアル共通 I-7）をご参照ください。 

②不要なデータを削除する（まとめて操作に「削除」機能を追加） 

・現在の JAFTAS における削除機能は、各メニューの個別の編集画面においてのみご利用が可能です(ただし

特定のステータスの場合に限ります)。今般の改修により、まとめて操作にも削除機能を追加することで、既存

機能の利便性を向上させました。 

・なお、削除を行うと対象 ID の登録情報は以後参照できなくなります。特にまとめて操作で当機能をご利用の

際は、対象 ID に間違いが無いかご確認のうえ操作を進めていただきますようお願いいたします。 

・対象メニューは以下の 4 つです。 

-調査依頼・回答受信（R）※ステータスが‟作成中“の ID に限る 

-FTA 対象品（輸出品）（E）※ステータスが‟調査前“の ID に限る 

-FTA 対象品（構成品）（P）※ステータスが‟調査前“の ID に限る 

 アーカイブ解除 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AI%EF%BC%89%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf
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2022 年 4 月 21 日リリース分 

-原産資格証明書（I）※原産資格証明書を未発行の ID に限る 

※依頼 ID を E/P）メニューより作成している場合、依頼 ID を削除すると E/P）メニューのステータスが調

査中⇒調査前へ戻ります。 

③不要なデータの発生を抑止する（ガイダンスの表示） 

・過去のサポートデスクへ頂戴したお問い合わせから、調査回答・回答送信（A）メニューにおいて、操作に迷

われたために誤って不要なデータを作成してしまう事例が多く見られました。そのため A)のメニューではボタンへ

マウスを置いた際に当該ボタンに関するガイダンスを表示させ、スムーズに操作を進めていただけるよう改修を

行いました。 

 

・また同様に、依頼者からの差戻し事由を調査したところ、工場名や住所の正式名称が記載されていないこと

や、依頼者と回答者間での同意なく直接回答が行われていること等が原因で差戻しが行われている事例が

多く見られました。一度で正確性の高い回答を行っていただけるよう、当該項目の入力画面へもガイダンスを

表示させております。 

 

【ご要望＝E/P メニューの索条件に廃番にした ID のみを検索する項目の追加】 

・FTA 対象品（輸出品/構成品）（E/P）の一覧画面の検索条件へ、「廃番」の項目を追加いたしました。

これにより廃番にした ID のみを抽出できるようになります。 

・また、検索条件に有効期限を設定した場合、今後は検索結果に廃番済の ID も表示されるようになりますの

でご留意ください。なお、アーカイブ済の ID は「☑アーカイブ済の ID も表示」にチェックをいれない限りは表示さ

れません。 
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2022 年 4 月 21 日リリース分 

 

 

【障害の解消＝1 件の回答 ID から複数の依頼 ID を作成していた場合の不具合について】 

＜事象＞ 

パススルー企業において、回答 ID から複数の依頼 ID を作成した場合に、不要な依頼 ID を削除すると回答

ID とそれに紐づく依頼 ID との繋がりがきれてしまう障害が発生しました。 

 

＜障害の解消＞ 

不要な依頼IDの削除によって、他の依頼IDの紐づきに影響がでることがないようシステムの改修を行いました。

当障害によりご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞

◆廃番とアーカイブについて 

・廃番とは、①生産の終了等により使用されなくなったデータの原産資格証明書の発行や再調査を

制御する機能です。一方アーカイブとは、②入力や操作の誤りにより発生した不要なデータを画面上

に表示させなくする機能です。 

・これまで E/P)のメニューにおていは、①②のどちらのデータも廃番にてご対応をいただいておりましたが、

今般の改修により②をアーカイブできるようになりました。 

・また、今回より廃番にした ID のみの検索が可能となりましたので、②のデータに関しましては、適宜

「廃番」から「アーカイブ」に変更いただくこともご検討ください。 
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2022 年 3 月 31 日リリース分 

■2022 年 3 月 31 日リリース分 

【仕様の修正＝JAFTAS トップ画面のお知らせ表示件数の拡大】 

・JAFTAS へログイン後、トップ画面へ表示されるお知ら

せの件数をこれまでの 6 件から大幅に増やしました。今

後は、約 1 年分のお知らせを過去へ遡ってご覧いただ

けるようになります（※1）。 

 

ログイン後 

＞お知らせ（最新の 3 件を表示します） 

＞+ 過去のお知らせもすべて表示する（お知らせ

表示内をスクロール可能です） 

＞+ 過去のお知らせをすべて展開する（過去のお

知らせを一覧ですべて表示します） 

 

・また、昨今はノート PC 等にてシステムをご利用いただく

ことが増えておりますことから、JAFTAS トップ画面のロ

ゴマークの表示を縮小し、企業別のお知らせや画面下

部にあるボタンを画面のスクロールをせずにご覧いただ

けるようにしました（※2）。 

 

※1 過去の掲載分のうち、掲載期限終了分は一覧に反映されません。今後掲載するお知らせは、掲載

期間を最低 1 年、必要に応じてさらに長期とします。また、障害発生時のご連絡など、更にタイムリーに状

況をご連絡差し上げる体制を整えて参ります。 

※2 ご利用環境（ディスプレイサイズ・解像度など）により、一画面に表示されないことがございます。 

【仕様の修正＝原産資格証明書（I）メニューを認定輸出者としても利用可能に】 

・これまで原産資格証明書（I）メニューにて申告文情報や証明書を発行できるのは、自己証明として FTA

対象品（輸出品）（E）メニューへ登録し原産資格調査を行った調査対象品のみでした。 

・今般の改修により、認定輸出者として FTA 対象品（輸出品）（E）メニューへ登録した調査対象品につ

いても、原産資格証明書（I）メニューより申告文情報や証明書を発行できるようにいたしました。 

・また上記改修に伴い、原産資格証明書（I）一覧および発行画面の I/F へ証明書制度欄（自己証明/

認定輸出者）を新規で設けております。 

・なお、認定輸出者機能のご利用には、JAFTAS へ事前に認定輸出者として登録をする必要があります。詳

細は JAFTAS サポートデスクへお問い合わせください。 

 

+ 過去のお知らせも全て表示する 

最新の 3 件 

スクロール 

過去のお知らせを 

一覧で表示 

+ 過去のお知らせを全て展開する 
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2022 年 3 月 31 日リリース分 

＜ご参考＞認定輸出者制度を採用している協定 

日スイス経済連携協定、日ペルー経済連携協定、日メキシコ経済連携協定、RCEP 協定 

 

＜経済産業省サイト 認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定）＞ 

認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定） 外部リンクに移動します 

【障害の解消＝ファイル名に「%」が含まれた添付ファイルがダウンロードできない】 

＜事象＞ 

依頼回答時に添付された資料名に「%」が含まれている場合に、受領側にて当資料をダウンロードできない障害

が発生しました。 

 

＜障害の解消＞ 

資料名に「%」が含まれていても、資料のダウンロードに影響が出ないように仕様を修正しました。当障害によりご

不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/approved.html
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2022 年 3 月 10 日リリース分 

■2022 年 3 月 10 日リリース分 

【仕様の修正＝異なる証明制度における対比表・計算 WS(構成品)の相互利用】 

2021/9/30 第三者証明と自己証明のサプライヤー証明書のフォーマットを統一 

2022/1/27 異なる証明制度におけるサプライヤー証明書(構成品)の相互利用 

 

・昨年 9 月および本年 1 月のリリースに続き、今般の改修では回答方法が対比表・計算 WS の場合において

も、過去に作成した証明制度の異なる依頼を再利用できるようにしました。 

※各画面において以下の再利用の条件を充足する調査対象品に限ります。 

※改修前に JAFTAS で作成済の依頼についても、再利用の要件を充足する場合は当該機能の対象となります。 

 

・当該機能は第三者証明と自己証明の両方を採用している協定が対象です。 

＜ご参考＞2022 年 2 月現在、第三者証明と自己証明の両証明制度を採用している協定 

-日オーストラリア経済連携協定 

-RCEP 協定(輸入通関国：オーストラリア、ニュージーランド) 

※なお、JAFTAS において RCEP 協定で自己証明を選択可能にするタイミングについては、後日確定時にお知らせします 

【障害の解消＝FTA 対象品(E/P)の編集画面にて協定を変更しても HS コードの書換えを求められない】 

＜事象＞FTA 対象品(E/P)を登録または複製後(ステー

タスは‟調査前“)、同メニューの編集画面にて協定を変

更しても HS コードの書換えを求められず、変更後の協定

に存在しない年版の HS コードの登録が可能となっており

ました。そのため、協定と HS 年版の組合せに齟齬のある

調査が作成される障害が発生しました。 

 

＜障害の解消＞今般の改修により、FTA 対象品(E/P)の

編集画面において協定を変更した場合には、HS コード空

欄になり再度 HS コードの入力が求められる仕様に変更し

ました。ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

＜今回のリリース分は以上です＞

協定を変更 

空欄となる 
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2022 年 1 月 27 日リリース分 

■2022 年 1 月 27 日リリース分 

【仕様の修正＝新規/定期原産性維持確認/再依頼と表示される条件の変更】 

・JAFTAS では、日本自動車工業会・日本自動車部品工業会による「EPA 原産性調査に関するガイドライ

ン」に準じて、各依頼の送信時、当該依頼が「新規/定期原産性維持確認/再依頼」のいずれに該当する

かを、各条件に照らしてシステムが判断し、表示しております。 

JAFTAS 操作マニュアル A)回答の機能 ご参照 

・これまで、回答者側での区分表示が‟新規“となる条件に「補助品番」が含まれていたことから、依頼元企業

による補助品番の変更が理由で「新規」と表示されることによる不都合が指摘されておりました。 

・そのため、調査依頼・回答受信(R)および調査回答・回答送信(A)において表示される、調査対象品の区

分表示（新規/定期原産性維持確認/再依頼）についての条件を変更しました。 

・今般の改修により、以下 3 項目が区分表示の条件から外れます。 

＜一致を確認しない項目＞ 依頼元企業の補助品番、TKTC 審査要否、輸入通関国 

 

＜ご参考＞ 

調査が新規か否かの区分表示は、以下の条件が一致しているかによりシステムで自動的に判断します。 

[調査依頼・回答受信(R)における区分表示の条件] 

自社品番、協定、HS コード、仕入先、回答方法、荷姿、調査起点企業 ID 

[調査回答・回答送信(A)における区分表示の条件] 

自社品番、協定、HS コード、回答方法、荷姿、調査起点企業 ID、調査起点品番、 

依頼元企業 ID、依頼元品番 

 

【仕様の修正＝異なる証明制度におけるサプライヤー証明書(構成品)の相互利用】 

・本年初に発効いたしました RCEP 協定は、第三者証明での利用が開始されるとともに、自己証明による原

産地証明も認められております。 

 

＜ご参考＞2022 年 1 月現在、第三者証明と自己証明の両証明制度を採用している協定は以下 2 協

定 

-日オーストラリア経済連携協定 

-RCEP 協定(輸入通関国：オーストラリア、ニュージーランド) 

※なお、JAFTAS において RCEP 協定で自己証明を選択可能にするタイミングについては、後日確定時にお知らせします 

 

・2021 年 9 月 30 日リリースにおいて、第三者証明と自己証明のサプライヤー証明書のフォーマットを統一

したことに続き、今般の改修では、荷姿が構成品の場合においては、証明制度が異なっていたとしても、過

去に作成した依頼を再利用できるようにしました。 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2022 年 1 月 27 日リリース分 

※各画面において以下の再利用の条件を充足する調査対象品(構成品)に限ります。 

※改修前に JAFTAS で作成済のサプライヤー証明書(構成品)についても、以下の要件を充足する場合は再利用の対

象となります。 

※自社向けに構成品の依頼を作成した際の、回答方法が「対比表・計算 WS」の場合の、証明制度の違いによる再利

用に関する改修は、今回のリリースには含まれておらず、後日の改修を予定しております。 

 

・再利用の要件：協定/輸入通関国(日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/TKTC 審査種別/HS コード/品

番/補助品番/品名(英)/品名(日)/仕入先/回答方法/企業 ID/調査起点企業 ID・品番・品名(英)・

品名(日) 

 

【仕様の修正＝回答差戻/回答取下による再回答時にサプライヤー証明書が更新されない不具合の解消】 

・回答差戻し後または回答取下げ後に、回答者が調査内容等を修正して回答してもサプライヤー証明書が

更新されず、更新前のサプライヤー証明書が授受される障害が発生しました。 

・今般の障害は、最初に授受されたサプライヤー証明書が上書きされず残ったままとなる事象の発生に起因し

ております。 

・そのため、回答差戻し、または回答取下げが行われた場合には、差戻しまたは取下げ前に授受されたサプラ

イヤー証明書が適切に削除されるよう、障害事象を解消いたしました。 

・この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 12 月 23 日リリース分 

■2021 年 12 月 23 日リリース分 

【仕様の修正＝日タイ経済連携協定（HS コード：2002 年版）の終了に伴う対応】 

＜改修の背景＞ 

・日タイ協定付属書二及び運用上の手続規則が改正され 2022 年 1 月 1 日に発効することを受け、「日

タイ経済連携協定」のご利用を 2021 年 12 月末にて終了とするための改修を行いました。 

・今般の改修により、2022 年 1 月以降、2002 年版の HS コードをもとにした「日タイ経済連携協定」にか

かる JAFTAS 操作が出来なくなります（下記＜改修による影響＞ご参照）。 

・なお、JAFTAS では、改正後の品目別規則を、「日タイ経済連携協定 2017」として 2021 年 11 月 1

日に追加しております。 

 

＜改修による影響＞ 

・適用期間を過ぎた協定については、下記の機能はご利用になれません。 

-FTA 対象品(E/P)および FOB/EXW における、対象協定の登録 

-FTA 対象品(E/P)における、対象協定の「再調査」機能 

・なお、下記の機能は引き続きご利用が可能です。 

-各メニュー画面における過去の ID の検索および詳細情報の閲覧 

-FTA 対象品(E/P)における、対象協定の調査対象品の複製(※複製後に協定の変更が必要) 

-FTA 対象品(E/P)および調査回答・回答送信(A)における、対象協定の調査 ID の複製 

【仕様の修正＝RCEP 協定で認定輸出者のご利用が可能になりました】 

・RCEP 協定では認定輸出者による原産地証明書の作成が認められていることから、JAFTAS においても認

定輸出者として調査対象品を登録できるように改修を行いました。 

・ご利用に際しては TKTC への申請が必要となります。詳細はサポートデスクまでお問合せください。 

【JAFTAS 新プラン：JAFTAS Lite の開始】 

・輸出量が比較的少ない企業様でも JAFTAS を自社輸出にご利用いただけるよう、新プラン【JAFTAS Lite】

を新設いたしました。本サービスは 2022 年 1 月より開始いたしますため、今回のシステムリリースにて機能の

搭載を完了しております。 

※【JAFTAS Lite】にご関心をお持ちのご利用者様はお気軽にサポートデスクまでお問い合わせください 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 12 月 2 日リリース分 

■2021 年 12 月 2 日リリース分 

【ご要望＝英語版のサプライヤー証明書を出力できるようにしたい】 

検認に備えて、英語版のサプライヤー証明書を出力できるよう改修しました。 

証明書のダウンロードは以下の画面で可能です。 

・依頼者側：調査依頼・回答受信（R）詳細 

・回答者側：調査回答・回答送信（A）詳細 

・契約利用者：FTA 対象品（輸出品）（E）詳細、  

FTA 対象品（構成品）（P）詳細 

 

※英語の項目が空欄の場合、代わりに日本語の項目に入力した内容が

表示されます。 

例）企業名（英）が空欄の場合、企業名（日）に入力した情報

が”Company Name”欄に表示 

 

※英語版のサプライヤー証明書は、依頼者側で回答が承認されステータスが「承認済」になると依頼者側・

回答者側双方でダウンロードできるようになります。「承認済」以前のステータスではダウンロードできないため

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

【ご要望＝企業情報の連絡先設定に所属部署（英）を追加したい】 

上記の英語版サプライヤー証明書の出力に

関連して、企業情報の連絡先設定に所属

部署の英語名を登録できるよう改修しまし

た。 

企 業 情報 の 連絡 先設 定 に 所属 部 署

（英）を設定すると、調査回答・回答送

信（A）にて回答内容を入力する際に所

属部署（英）欄へ表示されます。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞  

××× 

××× 
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2021 年 10 月 21 日リリース分 

■2021 年 10 月 21 日リリース分 

【ご要望＝ユーザーデータをインポート・ダウンロードしたい】 

ユーザ一覧画面からユーザーデータのインポートとダウンロードを行えるよう改修しました。これにより、ユーザー

を一括で登録することや、登録したデータの権限等の情報を一覧で確認することが可能になりました。 

インポートデータのフォーマットについては、ユーザー一覧画面より「インポート」をクリックしてユーザーインポート

画面に進み、「ファイルフォーマット」からダウンロードできます。 

 

※アカウント管理者はインポートによる編集の対象外となります。 

 

フォーマットの説明については、操作マニュアル 別添資料 1）インポートデータの仕様について をご参照く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

【ご要望＝ユーザーの権限設定の際に、他ユーザーの権限をコピー（複製）したい】 

ユーザー登録・編集画面に「他ユーザーの権限を複製」のプルダウンを追加しました。ユーザーの権限設定を

行う際、「他ユーザーの権限を複製」のプルダウンからユーザー名を選択し「複製」をクリックすると、選択した

ユーザーの権限が複製され各権限のタブに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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2021 年 10 月 21 日リリース分 

【ご要望＝ユーザーの利用期間を設定したい】 

ユーザー登録・編集画面にてユーザーごとの利用期間を設定できるように改修しました。利用期間を指定し

たいユーザーに対しては、利用開始日、利用終了日を設定することで、利用期間外の JAFTAS へのログイ

ンができなくなります。また、ユーザー一覧画面では利用期間を指定してユーザーを検索することが可能です。 

※アカウント管理者は利用期間の設定はできません。 

 

◆ユーザー登録画面 

 

 

 

 

 

 

 

◆ユーザー一覧画面 

 

 

 

 

 

 

【ご要望＝作業担当者のタブに表示されるユーザーは入力可能権限以上のユーザーとする】 

調査依頼・回答受信（R）、調査回答・回答送信（A）、原産資格調査（D）等の編集画面におけ

る「作業担当者」の設定について、プルダウンに表示されるユーザーは編集画面を操作できるユーザー、すな

わち入力可能権限・確定可能権限を持つユーザーとするよう仕様を変更しました。 
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2021 年 10 月 21 日リリース分 

【ご要望＝氏名と所属部署の英語名を追加】  

2022 年 1 月頃の英語版のサプライヤー証明書発行機能のリリースに先行して、氏名と所属部署の英語

名を入力・表示できるようシステム改修しました。変更箇所は以下の通りです。 

 

・ユーザー一覧、登録画面にて氏名（英）、所属部署（英）の項目を追加しました。 

◆ユーザー一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

◆ユーザー登録画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査回答・回答送信（A）メニューより回答送信の際に入力する『回答内容』部の項目に「所属部署

（英）」を追加しました。 

※担当者（日）横の「自分」ボタンをクリックすると、予めユーザー編集画面で担当者（英）と所属部署

（英）を登録している場合にはデータが自動反映されます。 
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2021 年 10 月 21 日リリース分 

【仕様の修正＝調査依頼・回答受信（R）のデータ出力における不具合の解消】 

調査依頼・回答受信（R）のダウンロードデータについて、JAFTAS 外資料取込を使用した子品番のデー

タのうち、「品目別原産地規則」の項目に親品番の品目別原産地規則が表示される障害がございました。

正しい品目別原産地規則が表示されるよう改修を行いました。 

 

既に完了済みの調査依頼・回答受信（R）のデータをダウンロードし、自社システムに取り込むなどのデー

タ連携を行っている場合、今回の障害解消により、過去のダウンロードデータの当該情報が変更となる場合

があります。お手数ですが、再度ダウンロードの上、データをご活用いただけますようお願いいたします。 

なお、本障害との類似事象として、支給品問合せコード「999999」を用いた依頼-回答において「品目別

原産地規則」が反映されないという事象が確認されており、改修作業を行っております。改修完了次第、ご

報告申し上げます。みなさまには引き続きご不自由をお掛けし、申し訳ありません。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 10 月 7 日リリース分 

■2021 年 10 月 7 日リリース分 

※2021/10/4 にご連絡したリリース延期の件につきまして、再リリースを行いました。 

【ご要望＝支給品を支給品と JAFTAS 上で認識する範囲を拡大したい】  

支給品の依頼回答に関して、現状の仕様ではパススルーの企業が介在している場合等に支給品を支給

品として JAFTAS で認識しないため、支給品として認識する範囲を広げる改修を行いました。この改修によ

り、JAFTAS を通じて商流に沿って調査依頼が送信される限り、支給品として認識されます。 

 

例）A 社から B 社、B 社から C 社へと商流に沿って調査依頼をかけ（下記図①・③）、C 社では B 社

へ孫品番の調査依頼をかける（⑤）。更に B 社→A 社へ孫品番の構成品の調査依頼をかける場合

（⑦）には、B 社・A 社の双方で⑦を支給品と認識できるように。 

 

※①～⑦：操作の流れを示しています。 

※子品番：親品番に含まれる構成品。 孫品番：子品番に含まれる構成品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 社、A 社では下記のように⑦が支給品であることを確認できます。 

 

＜支給品の調査依頼側（＝B 社）の画面＞ 

・⑥孫品番の原産資格調査（D）詳細画面より⑦の調査依頼を作成する際に「▶支給品依頼作成」ボ

タンが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 社 B 社 C 社 

①親品番の調査依頼 ③子品番の調査依頼 ②親品番の 

原産資格調査 

④子品番の 

原産資格調査 

⑤孫品番の調査依頼 ⑥孫品番の 

原産資格調査 

今まで：⑦は支給品と認識せず 
今後：⑦も支給品と認識 
今まで：⑦は支給品と認識せず 
今後：⑦も支給品と認識 

⑦孫品番の構成品の 

調査依頼 
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2021 年 10 月 7 日リリース分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・⑦の調査依頼作成後、調査依頼・回答受信（R）詳細・編集画面の『依頼情報』部内、支給品フラグ

の項目にチェックが入り、「親調査品番」「親調査品番 依頼 ID」に親品番の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査依頼・回答受信（R）一覧画面においても、⑦の調査依頼に関して「支給品」の項目に〇が表示

され、「親調査品番」に親品番の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

＜支給品の調査回答側（＝A 社）の画面＞ 

・⑦の支給品調査依頼を B 社から受領すると、調査回答・回答送信（A）一覧画面の「支給品」の項目

に〇が表示され、「親調査品番」に親品番の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

※一部未対応機能のご連絡  「構成品一括依頼作成」ボタンから依頼作成を行う場合 

調査依頼の作成を行いたい構成品が複数ある場合には「構成品一括依頼作成」ボタンから一括作成が可能で

すが、今回の支給品範囲を拡大する改修は「構成品一括依頼作成」機能に対しては未対応となります。 

お手数をおかけいたしますが、「構成品一括依頼作成」ボタンから依頼作成を行われる場合は先に個別に「支給

品依頼作成」ボタンから個別に支給品の依頼作成を行い、その後支給品以外の構成品へ「構成品一括依頼作

成」機能を使用いただくようお願いいたします。本件は改めて後日改修予定です。 
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2021 年 10 月 7 日リリース分 

・調査回答・回答送信（A）詳細・編集画面の『依頼情報』部内、支給品フラグの項目にチェックが入り、

「親調査品番」「親調査品番 依頼 ID」に親品番の情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆留意点 

・支給品の調査依頼を受信すると、その親品番の依頼 ID のステータスは「支給品調査中」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

・調査の途中で調査の取下げや差戻しが行われると過去の ID と紐付けが切れるため、その後商流に沿っ

て支給品の調査依頼を行ったとしても支給品として認識されません。同様に、「依頼再利用」ボタンで過去

の調査を紐づけてから調査を行う場合も、その過程で支給品の調査依頼を行ったとしても支給品として認

識されません。 

 

例）B 社が親品番の原産資格調査を開始した後で A 社が親品番の調査を取り下げ、それを B 社が承認した場

合。もし B 社がそのまま親品番の原産資格調査を行い③～⑦と調査が進んだとしても、⑦では支給品として認識さ

れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 社 B 社 C 社 

①親品番の調査依頼 ③子品番の調査依頼 ②親品番の 

原産資格調査 

④子品番の 

原産資格調査 

⑤孫品番の調査依頼 ⑥孫品番の 

原産資格調査 

今まで：⑦は支給品と認識せず 
今後：⑦も支給品と認識 
親品番との紐付けが切れているため 
⑦は支給品と認識せず 

⑦孫品番の構成品の 

調査依頼 

B 社が②を開始した後に 
A 社が①を取下げする 

取下げ 
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2021 年 10 月 7 日リリース分 

・支給品の HS コードが不明な場合に使用する問合せコード「999999」は、調査の依頼元企業と支給品

の調査依頼先企業が一致している場合にのみ利用可能です。今回の例では、⑤孫品番の調査依頼時に

は利用可能ですが、⑦孫品番の構成品の調査依頼時には利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

 

  

A 社 B 社 C 社 

①親品番の調査依頼 ③子品番の調査依頼 ②親品番の 

原産資格調査 

④子品番の 

原産資格調査 

⑤孫品番の調査依頼 ⑥孫品番の 

原産資格調査 

今まで：⑦は支給品と認識せず 
今後：⑦も支給品と認識 
依頼元≠依頼先 
HS 問合せ「999999」利用不可 

⑦孫品番の構成品の 

調査依頼 

依頼元＝依頼先 
HS 問合せ「999999」利用可 
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2021 年 10 月 1 日リリース分 

■2021 年 10 月 1 日リリース分 ※訂正 

お詫び：【ご要望＝支給品を支給品と JAFTAS 上で認識する範囲を拡大したい】 リリース延期について 

2021/9/30 のシステムメンテナンスにてリリースを予定しておりました本件、システムエラーが確認されたため、

当改修のみ、ご利用環境へのリリースを延期いたしました。 

ご利用者の皆様には大変ご不便をおかけし申し訳ございません。 

当改修のエラーが解決次第、再リリースを行います。リリース完了しましたら改めてリリースノートにてご案内い

たします。 

 

（2021/10/8 追記） 

⇒前頁でご案内の通り、2021/10/7 に再リリースを行い、上記のシステムエラーは解消されております。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 9 月 30 日リリース分 

■2021 年 9 月 30 日リリース分 

【協定の追加＝RCEP 協定の JAFTAS への追加】 

RCEP 協定を利用した依頼・調査が行えるようになりました。RCEP 協定の発効日は未定ですが、協定発

効に向けた準備としてご利用ください。RCEP 協定追加に伴い、以下①～③をシステム改修しました。 

 

※RCEP 協定の JAFTAS 利用に関するお知らせを別途ご用意しております。詳しくは JAFTAS のログイン後トップ画

面の「お知らせ」をご覧いただくか、下記リンクをクリックしてご覧ください。 

・（回答者向け）RCEP 協定のご案内 

・（契約利用者向け）RCEP 協定のご案内 

 

 

①RCEP 協定では 3 つの証明制度(第三者証明・認定輸出者による自己証明・輸出者および生産者に

よる自己証明)が採用されています。ただし輸出者および生産者による自己証明は各国の受け入れ状況を

確認する必要があり、協定発効時にはご利用いただけない見込みです。JAFTAS では将来的な自己証明

制度の利用を見越して証明制度をまたいで相互利用できるよう、第三者証明制度と自己証明制度のサ

プライヤー証明書（構成品）のフォーマットを統一しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※証明制度をまたいで再利用するシステム自体の改修は、RCEP 協定の自己証明制度の開始までに行

う予定です。これにより第三者証明制度（自己証明制度）として作成したサプライヤー証明書を、品名

品番等一定の条件が揃っている場合に自己証明制度（第三者証明制度）の調査へ再利用が可能に

なります。改修が完了しましたら改めてリリースノートでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

統一箇所： 
自己証明制度のサプライヤー証明書にも 
「指定発給機関」の文言を挿入 

統一箇所： 
第三者証明制度のサプライヤー証明書にも「荷姿」の項目を表示 

https://jaftas-production-manual.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/03_etc_manual/RCEP%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85(%E5%9B%9E%E7%AD%94%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8).pdf
https://jaftas-production-manual.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/03_etc_manual/RCEP%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85(%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8).pdf
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2021 年 9 月 30 日リリース分 

 

 

②対比表と計算ワークシートの一部文言を変更しました。 

輸入通関国の項目の欄外に表示していた「※2日アセアン協定の場合は必須」という文言へ、RCEP協定

を追記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

③僅少利用時の表示を変更しました。 

RCEP 協定で僅少を利用する際に既存協定とは異なる点として、産品の 50~63 類において「金額」を基

準とするか「重量」を基準とするかを利用者が選択することができます。それに伴い、JAFTAS でも RCEP 協

定の 50~63 類は「金額」「重量」のいずれかを選択できるように改修をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

【表示の変更＝原産資格調査（D）調査完了ボタン押下時のエラーメッセージ変更】 

原産資格調査（D）編集画面にて必要情報を入力した後、「次へ」をクリックせずに原産資格調査（D）

詳細画面で「調査完了」ボタンを押下した際に表示されるエラーメッセージの内容を変更しました。 

・JAFTAS では、原産資格調査（D）編集画面に情報入力後、「次へ」ボタンをクリックすることで必要最低限の

入力がされているかのチェックを行います。このチェックを行った後に、詳細画面の「調査完了」ボタンから次の画面へ

と進む設計になっております。 
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2021 年 9 月 30 日リリース分 

・原産資格調査（D）編集画面にて「次へ」ボタンをクリックすることなく「調査完了」ボタンから次の画面へ進もうと

した場合はエラーとなりますが、その際表示されるメッセージの文言を変更しました。 

【表示の変更＝FTA 対象品（輸出品）（E）画面の関税率に関するポップアップの文言変更】 

FTA 対象品（輸出品）（E）登録画面において HS コードを入力すると関税率が表示されますが、その

際表示されるポップアップの文言を変更しました。具体的には、関税率が表示されない協定名をアップデート

しています。RCEP 協定等、未対応協定が多くご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、順次改修を対応

してまいります。 

◆FTA 対象品（輸出品）（E）登録画面 

 HS コード（最新年版）にカーソルを合わせた際に表示されるポップアップ 

 

 

 

【表示の変更＝帳票に印字されている JAFTAS ロゴへ🄬マークを表示】 

JAFTAS の商標登録完了に伴い、JAFTAS より出力される帳票類

（サプライヤー証明書、対比表、計算ワークシート）のロゴに🄬が付き

ました。 

※お知らせまで、JAFTAS のログイン画面やトップ画面に表示される JAFTAS

ロゴも同様に🄬付きとなります。 

 

 

 

 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 8 月 12 日リリース分 

■2021 年 8 月 12 日リリース分 

【表示の変更＝原産資格調査（D）画面へ調査対象品の輸入通関国を表示させる】 

2021 年 10 月より JAFTAS へ導入予定の RCEP 協定に関する前準備として（※）、原産資格調査

（D）画面、『調査品情報』部へ輸入通関国を表示するよう変更しました。 

（※）RCEP 協定では特定の PSR において RCEP 参加国の一部のみに適用される制限があり、当該 PSR 選択時には

輸入通関国の確認が必要となるため 

 

※輸入通関国を指定していない場合は空欄となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご要望＝ログインパスワードの設定条件を詳しく表示してほしい】 

パスワード設定・変更画面において、ログインパスワードの設定条件に関して、以下二点を追記しました。 

・半角記号の例【!"#$%&'()-^@[;:],./\=~|`{+*}<>?_】を追記 

・過去 5 回で使用したパスワードは再度設定できない旨の文言を追記 

 

＜例：パスワード変更画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2021 年 7 月 26 日リリース分 

■2021 年 7 月 26 日リリース分 

【ご要望＝インポートや入力において品番、品名の前後に入る不要なスペースやダブルクォーテーションを削除

したい】 

Excel 等でのデータ加工を経たインポート等で不本意に発生してしまう、入力データ前後の半角スペースや

半角ダブルクォーテーション(“”)を、JAFTAS 側でトリミングしインポート・登録を行うようシステムを改修しまし

た。 

・適用範囲は全てのインポート項目・入力項目が対象です。 

・入力データの前後にある半角ダブルクォーテーション（“”）と半角スペースのみを削除します。 

・インポートデータの前後にスペース等が複数入っている場合は、それら全てを削除します。 

・入力データの途中に含まれるスペース等はトリミング対象とはしません。 

 

＜改修前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改修後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎既に JAFTAS へ登録済のデータについて 

品名の前後に不要な(””)が表示 

インポート 

インポート 

不要な(””)はトリミングされ画面には表示されない 
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2021 年 7 月 26 日リリース分 

既に登録済みのデータには、前後に半角ダブルクォーテーション（“”）や半角スペースが入っているものが残

っているものもございますが、これらのデータに対する補正を行わない代わりに、JAFTASが「再利用」ボタンを

表示させるか判断する際の対象データを、スペースやダブルクォーテーションを除いたデータで認識するようシ

ステム改修を行いました。 

これにより、当改修前に登録したデータにスペース等が含まれていたとしても、改修後に登録したデータと再

利用の条件（同一品番、同一品名・・・）が一致している場合には再利用のボタンが表示されます。 

【ご要望＝環境依存文字を含めて情報の登録を行うとダウンロードデータが文字化けするため、入力時の文字

コードを Shift-JIS が対応している文字に制限してほしい】 

下記の業務におけるデータ入力時・インポート時の対応文字を Shift-JIS に制限し、環境依存文字等が

含まれたままデータ登録をしようとする場合はエラー表示になるよう改修しました。 

 

＜対象のメニュー（＆画面名）と対象項目＞ 

メニュー名（＆画面名） 対象項目 

FTA 対象品（輸出品）（E） 品名（日） 

FTA 対象品（構成品）（P） 品名（日） 

調査回答・回答送信（A）受付 品名（日） 

調査回答・回答送信（A）編集  

※直接回答の時のみ 

生産者名、生産工場名、生産工場住所 

調査依頼・回答受信（R）手動登録 企業名（日）、生産者企業名、生産工場名、生

産工場住所 

原産資格調査（D）編集 生産工場名、生産工場住所 

原産資格調査 (D)【輸出者判定品】 編集 生産会社名、生産工場名、生産工場住所 

原産資格調査（D）調査対象構成品 品名（日） 

（入力補助マスタ）輸出品/構成品 品名（日） 

（入力補助マスタ）生産拠点 生産工場名、生産工場住所 

 

＜環境依存文字を入力し画面を進めようとするとエラーになります＞ 
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2021 年 7 月 26 日リリース分 

【ご要望＝データインポート時のエラー行が見つけにくい】 

データインポート時に表示されるエラーメッセージを、エラーの該当行が分かりやすいように、表示を変更しまし

た。 

例）「上から 15 行目」、つまりデータの上から 15 行目にエラーがあることが分かります。 

 

 

 

 

 

【表示の変更＝年次経過で使用期限を区切っている品目別原産地規則は、期間終了日の半年前から品目

別原産地規則を選べなくする】 

協定に定められる期間内で使用できる品目別原産地規則を選択した場合は、定められた終了日より半

年前から品目別原産地規則を選べない仕様となっております。 

日 EU 協定・日英協定においては、選択可能な品目別原産地規則の有効期限が 2022 年 1 月 31 日

をもって終了するものがありますので、これらの品目別原産地規則は 2021 年 8 月 1 日より選択できなく

なります。 

※既に調査や回答の有効期限は品目別原産地規則の有効期限を超えて選択できない制御がされてい

ます。 

 

例）日 EU 協定、調査対象品 HS コード：870390 

有効期限が定められている品目別原産地規則の場合には、有効期限が終了する半年前から自動的にそ

の品目別原産地規則を選択できません。 
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2021 年 7 月 26 日リリース分 

【表示の追加＝「企業名」に「事業部名」を追加】 

JAFTAS の契約利用者向けサービスとして、一企業内で事業部ごとに複数アカウントが持てるように改修し

ました。 

※事業部の追加は契約利用者としての契約が必要です。また、ご希望の契約利用者様へは、別途ご案

内申し上げます。 

 

この改修に伴い、JAFTAS ご利用者においては以下二か所の画面で「事業部名」が表示されるようになり

ました。 

※当項目は、事業部の複数アカウント契約を行わない企業では空欄となります。 

 

・企業情報 詳細画面に事業部名の項目が追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕入先招待 法人検索画面に事業部名の項目が追加 

 

 

 

 

××× 

××× 

××××××××× 

 

××× 
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2021 年 6 月 11 日リリース分 

■2021 年 6 月 11 日リリース分 

【ご要望＝同意通知を正しく行うよう促す文言を挿入したい①】 

回答方法：同意通知の際に原産資格調査（D）にて「JCCI 審査完了」ボタン押下後に表示されるポッ

プアップの文言を変更しました。STEP に沿って、STEP1：日商の判定番号を取得したか、STEP2：取得

した日商判定番号、STEP3：同意通知期限を順番に入力します。また、回答者の確認のため調査起点

品番・調査起点品名、同意通知先企業名や同意通知先企業登録番号が表示されるよう仕様変更しま

した。 

＜「JCCI 審査完了」ボタン押下後のポップアップ＞ 

 

  

××× 
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2021 年 6 月 11 日リリース分 

【ご要望＝同意通知を正しく行うよう促す文言を挿入したい②】 

回答方法：同意通知の際に調査回答・回答送信（A）にて「入力完了」ボタン押下後に表示されるポッ

プアップの文言を変更しました。①原産品判定の取得、②同意通知先企業への同意通知、の二点を確

認しチェックボックスへチェックを入れる仕様に変更しました。 

＜「入力完了」ボタン押下後のポップアップ＞ 

 

【ご要望＝直接回答で回答を受け取る際に生産者情報を入手したい】 

調査回答・回答送信（A）にて回答者が直接回答を選択すると「生産者 企業登録番号」が求められ、

企業登録番号がない場合は「999999999」を入力しますが、その際に生産者情報（※）の入力を必

須とする仕様に変更しました。直接回答を受けた企業は、この生産者情報をもとに日商へ判定依頼を行う

ことが可能です。 

（※）入力必須の生産者情報は以下のとおりです 

・企業名（英） 

・電話番号 

・住所（日） 

・住所（英） 

 

×× 

×× 
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【ご要望＝年次経過で使用期限を区切っている品目別原産地規則を選択した際に、有効期限の入力を必須

としてほしい】 

協定に定められる期間内使用できる品目別原産地規則を選択した場合は、有効期限の設定を必須とす

るよう仕様変更しました。 

 

例）日 EU 協定、調査対象品 HS コード：870390 

有効期限が定められている PSR を選択した場合には、JAFTAS の有効期限欄へは協定で定められている

有効期限内の日付を入力します。 

 

万一協定で定められている有効期限を超えて有効期限を設定しようとしても下記画面にてエラー表示となります。 

◆［原産資格調査(D) 編集］画面 『調査結果/途中経過』部 

 

◆［調査依頼・回答受信(R) 手動登録］画面 
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【ご要望＝（契約利用者のみ）TKTC 審査案件の確認が難しい】 

TKTC 審査サービス(※)をご利用の契約利用者様に対し、同情報の確認のための一覧画面のレイアウト

を変更し、「依頼ステータス」「回答結果」の項目を追加しました。また、回答者が審査を終えた段階で審査

結果が共有されるよう仕様を変更しました。 
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■2021 年 4 月 23 日リリース分 

【ご要望＝支給品の HS コード確認の業務フローを JAFTAS に入れてほしい】 

支給品の調査依頼時に HS コードが不明な場合でも調査依頼を送信、サプライヤ証明書を取得できるよ

うに、また HS コード不明の支給品調査依頼を受領した側は適切な HS コードを入力して回答するように

仕様を変更しました。 

1. 支給品の調査依頼を送信する側と、2. 支給品の調査依頼を受信する側それぞれの変更点は下記

のとおりです。 

 

1. 支給品の調査依頼を送信する際のシステム改修点 ◆親調査の依頼を受信した利用者が対象です◆ 

 

（これまで）支給品の調査依頼を作成するには JAFTAS 外で依頼者に対し HS コードを確認し、［原産資

格調査(D) 詳細］画面 『（２）構成品の入力と原産資格判定』部（調査対象構成品 

編集画面）において HS コードを入力し、調査依頼を作成。 

 

（改修後）支給品の場合のみ、「999999:支給品 HS 問合せコード」を新設。支給品の HS コードが不明な

場合はこのコードを選択することで支給品依頼作成をすることが可能に。そのままサプライヤ証明書の取得、

HS コードの問い合わせが行えるようになりました。 
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＜操作手順＞ 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面『（２）構成

品の入力と原産資格判定』部にて、対象支給品

の✐マーク、または「構成品追加」をクリックします。 

 

2) ［調査対象構成品 編集］画面、または［調査

対象構成品 登録］画面にて、HS コード欄に

「999999」を入力し、「999999：支給品問い

合わせコード」を選択します。 

 

3) 仕入先欄にて依頼者を選択します。 

※HS コードを 999999 とした場合、依頼者以外

を仕入先に選択する事はできません。 

 

4) 必要情報を入力後、画面下部「更新」または「登

録」をクリックし、［原産資格調査(D) 詳細］画

面に遷移します。『（２）構成品の入力と原産資

格判定』部の「原産資格判定」ボタンをクリックする

と、構成品情報の右側に「▶支給品依頼作成」ボ

タンが表示されます。 

 

5) 「▶支給品依頼作成」をクリックし、通常通り依頼

を作成すると、依頼者にて依頼を受付する際に

HS コードを変更する事ができます。 

※依頼を送信する際、HS コード問い合わせの旨

を［調査依頼・回答受信(R) 編集］画面『依

頼情報』部の「支給品メモ」「メッセージ」欄等に記

載いただく事を推奨いたします。 

 

6) 回答が返ってくると、HS コードが書き変わり下記画

面へ反映されます。HS コードが 999999 から変

更されている事をご確認ください。 

◆［調査依頼・回答受信(R) 詳細・編集］画面 

◆［原産資格調査(D) 詳細］画面 『（２）構成品の入力と原産資格判定』部 

 

※「999999:支給品 HS 問合せコード」は FTA 用 BOM インポートには対応していません。構成品を FTA

用 BOM インポートで取り込む際には支給品の HS コードは一旦何らかのコードで取り込んだ後（VA を使用
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2021 年 4 月 23 日リリース分 

する場合は HS コード欄は空欄でも取り込めます）、［原産資格調査(D) 詳細］画面『（2）構成品の

入力と原産資格判定』部にて支給品の HS コードを編集してください。 

【参照】操作マニュアル D4-2-1）依頼を作成する(1 件ずつ) D3-2-3）構成品をインポートする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 支給品の調査依頼を受信する際のシステム改修点◆依頼者 or 調査起点にあたる利用者が対象です◆ 

 

（これまで）受信した支給品の調査依頼に沿って調査を行う。支給品の調査依頼を受信した側は HS コード

の書き換えは不可。 

（改修後）HS コード「999999:支給品 HS 問合せコード」で調査依頼を受信した場合は、［調査回答・

回答送信(A) 受付］画面にて HS コードの書き換えが可能。 

 

＜操作手順＞ 

支給品調査依頼で、HS コードが「999999：支給品問い合わせコード」の場合 

 

1) ［調査回答・回答送信(A) 受付］画面を確認すると HS コード欄が入力できるようになっています。 

 

◆調査依頼を受信した製品を自社で生産 

もしくは JAFTAS 外で取込で回答する場合 

→HS コード欄に適切な HS コードを入力し 

受付をしてください 

 

◆調査依頼を受信した製品を他社から仕入れている場合 

a) b) どちらの方法で行うか判断し後続の作業に進んでください。 

a）自社にてこの製品の HS コードが判断できる場合 → HS コードを入力 

b）自社にてこの製品の HS コードが判断できない場合 →このまま HS コード 999999 とする 

※b)の場合は受付後、仕入先へ調査依頼を作成し、仕入先に HS コードの確認を依頼します 

 

2) その他必要情報（品番、品名、仕入先等）を入力して受付を行います。 

 

「999999：支給品問い合わせ HS コード」は、原産資格調査を行うにあたり 
下記 2 点どちらも当てはまる場合にのみ、使用するようにしてください。 
◆構成品の中に支給品が存在する 
◆支給品の HS コードが必要で、不明である 
 
自社で購入している構成品の HS コードは今まで通り社内にて確認をお願いします。 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2021 年 4 月 23 日リリース分 

     【参照】操作マニュアル A3-1）【支給品 HS 問い合わせ機能】 

 

 

3) 受付後、内製品なら原産資格調査(D)、外製品なら調査依頼・回答受信(R)と進みます。 

書き換えた HS コードはそれ以降の操作画面へ反映されます。 

 

4) 調査、もしくは依頼が完了したら［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面にて回答を送信します。 

最終的に回答を送信すると依頼者側の下記画面の HS コード欄へも自動反映されます。 

◆［調査依頼・回答受信(R) 詳細・編集］画面 

◆［原産資格調査(D) 詳細］画面 『（２）構成品の入力と原産資格判定』部 

 

 

 

＜応用編＞支給品の HS コードのみを知りたい場合 

支給品を含む原産資格調査に CTC ルールを適用する際に支給品の HS コードが不明な場合、支給品の

HS コードが判明した結果その支給品が CTC ルールを満たしていることが明らかであれば、サプライヤー証明

書は必要ありません。支給品の調査依頼を受信した側は適切な HS コードさえ連絡すれば支給品の原産

性を立証する必要はありませんので、操作としては支給品の HS コードを書き換えた後、差戻し処理を行う

と、適切な HS コードが依頼者側に伝わる流れとなります。 

ここでは、1. 支給品の調査依頼を送信する側、 2. 支給品の調査依頼を受信する側 に分けてポイン

トを解説します。 

 

1. 支給品の調査依頼を送信する側の注意点 ◆親調査の依頼を受信した利用者が対象です◆ 

親調査の品目別原産地規則が複数ある場合、どの規則を選択したか（CTC ルールを選択したか）は 

親調査の原産資格調査を行う会社しか知り得ない情報のため、支給品が CTC ルールを満たしていたらサ

プライヤー証明書不要の旨は、支給品の調査依頼時にメモ欄を活用し依頼先へ伝達ください。 

 

2. 支給品の調査依頼を受信する側の操作手順◆依頼者 or 調査起点にあたる利用者が対象です

◆ 

支給品の調査依頼を受信し、HS コードを書き換えて差戻しを行う手順を解説します。 

 

1) 支給品の調査依頼を受信したら、［調査回

答・回答送信(A) 受付］画面から受付を行い

ます。HS コード欄は「999999」と表示されてい

ますので、適切な HS コードを入力します。 次

に、調査内容欄の品番・品名・仕入先を入力し

「受付」をクリックします 

 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2) 調査回答・回答送信（A）詳細画面に遷

移したら、画面左下の「差戻し」をクリックしま

す。（3）ポップアップが表示されます。差戻

し理由は「その他」を選択し、メッセージ欄に

適切な HS コードを連絡する旨入力いただくこ

とを推奨します。 

入力したらポップアップ内の「差戻し」ボタンをク

リックします。 

 

3) 2)で選択、入力した差戻し理由が反映された 

［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面に遷移

します。内容を確認し、「回答完了 承認」ボタン

をクリックします。これで HS コードのみを依頼者に 

対して連絡することが可能です。 
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【ご要望＝調査回答・回答送信(A)にて一括で受付をしたい】 

今まで一件ずつ［調査回答・回答送信(A) 受付］画面にて一括でも受付を行えるよう仕様変更しまし

た。※従来通り一件ずつ受付を行うことも可能です。 

 

（これまで）受信した調査依頼に対して［調査回答・回答送信(A) 受付］画面にて一件ずつ受付 

（品番・品名・仕入先の選択）を行っていた。 

 

 

 

 

 

 

（改修後）予めダウンロードしたデータへ品番・品名・仕入先を入力し、そのデータを取り込むことで一括

で受付を行うことが可能に。これに伴いＩ/Ｆ（インターフェース）も一部変更となりました。 

【参照】操作マニュアル  

別添資料 X4）調査回答 一括受付登録 

 

＜操作手順＞ 

1) 対象データをダウンロード 

［調査回答・回答送信(A) 一覧］画面より対象案件を絞り込み（例：ステータス「受付前」＋受

信日の任意の期間で絞る）、「ダウンロード」をクリックしてデータをダウンロードします。 

 

2) 一括受付インポートデータの作成 

ダウンロードしたデータへ必要事項（品番・品名・仕入先）を入力します。詳細は下記ご参照ください。 

【参照】操作マニュアル 別添資料 X4）調査回答一括受付登録 

 

 

 

 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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3) JAFTAS へ一括アップロード 

［調査回答・回答送信(A) 一覧］画面の「一括受付インポート」をクリックして［調査回答・回答

送信(A)一括受付 インポート］画面へ遷移し、「Browse」をクリックして（2）で作成したデータをイ

ンポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

※インポートが成功すると、対象案件のステータスが‶受付前“から‶確認中”へ変わります 
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【ご要望＝調査回答・回答送信(A)画面から、原産資格調査・調査依頼を一括で作成をしたい】 

調査回答・回答送信(A)より今まで一件ずつ作成していた原産資格調査や調査依頼を、一括でも作成

できるよう仕様変更しました。 

※従来通り一件ずつ作成することも可能です。 

 

（これまで）新規で調査依頼を受信すると、品番・品名・仕入先を選択して受付を行った後、［調査回

答・回答送信(A) 詳細］画面より、一件ずつ原産資格調査作成（内製品の場合）や調

査依頼作成（外製品の場合）を行っていた。 

（改修後）受付作業後、［調査回答・回答送信(A) 一覧］画面の「まとめて操作タブ」から該当デー

タを選択して原産資格調査や調査依頼の一括作成が可能に。 

※受信した調査依頼に対して受付を行い、ステータスが‶確認中“となったデータが対象です。 

※複製機能、再利用機能、JAFTAS 外資料取込はまとめて操作の対象外です。 

個別に従来通り［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面から操作をしてください。 

 

＜操作手順＞ 

1) 受付の操作を終えたら、［調査回答・回答送信

(A) 一覧］画面より、任意の検索項目を入力

し「検索」をクリックして対象データを表示させます。

「まとめて操作」タブより 3.原産資格調査 作成 

あるいは 4.依頼作成を目的に応じて選択しま

す。 

 

2) 該当データを左端の☑で選択し、「実行」をクリック

します。 

 

 

 

3) ポップアップが表示されます。 

＜原産資格調査をまとめて作成したい場合＞ 

「はい」をクリックします。 

 

  ＜調査依頼をまとめて作成したい場合＞ 

回答期限を設定し、「はい」をクリックします。 
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4) 原産資格調査をまとめて作成した場合は［原産

資格調査(D) 一覧］画面へ、調査依頼をまと

めて作成した場合は［調査依頼・回答受信(R) 

一覧］画面へ自動的に遷移します。対象データ

が作成されていることをご確認ください。 

※調査依頼を作成した場合は、依頼を作成した

だけになるため、別途依頼送信の作業を次に行っ

てください。 

【参照】操作マニュアル A3-2）受信した依頼の

一括受付をする R3-2）依頼を送信する（まと

めて操作） 

 

  

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/R%EF%BC%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/R%EF%BC%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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【ご要望＝年次経過で使用期限を区切っている品目別原産地規則を選択した際に、有効期限の制御がかか

るようにしてほしい①】 

協定に定められる期間内使用できる品目別原産地規則を選択した場合は、定められた期間以上の有効

期限は設定できない様に仕様変更しました。 

例）日 EU 協定、調査対象品 HS コード：870390 

有効期限が定められている PSR を選択した場合には、JAFTAS の有効期限欄へは協定で定められている

有効期限内の日付を入力します。 

 

万一協定で定められている有効期限を超えて有効期限を設定しようとしても下記画面にてエラー表示となります。 

◆［原産資格調査(D) 編集］画面 『調査結果/途中経過』部 

 

◆［調査依頼・回答受信(R) 手動登録］画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆今回のリリースにより、「協定で定められた有効期限を超えた有効期限の設定を不可とする」機能

が追加されました。 
◆本機能に加え、次回システムリリース（2021 年 5 月 20 日）の際には以下の機能を追加する予

定です。 
  ・協定で有効期限が定められた品目別規則を適用する際には有効期限の入力を必須とする 
 
リリースが二回に亘り、ご面倒をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
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2021 年 4 月 23 日リリース分 

【表示の追加＝原産資格調査（複製）時の注意事項表示の追加】 

→複製する対象を選択する際に、複製後の原産資格調査にかかる構成品の HS コードについてその妥当性

をご確認いただくよう、注意喚起のメッセージを追加しました 

 また、複製の際に参考にできるよう、今回の調査に関する情報（協定、HS コード、取扱品の品番情報）

も併せて表示を追加しました 

 

JAFTAS では、原産資格調査を作成する際に過去の調査をコピーして利用できる「複製」の機能があり、

過去のすべての調査を複製対象にしております。 

複製機能をご利用いただくことにより、生産情報や構成品情報の入力工数を減らすことが出来ます。 

一方で、構成品の HS コードは協定の年版や仕向国当局の判断により、複製元とは必ずしも同一とは限

りません。 

複製機能を用いる際には、構成品の HS コード情報のご確認も併せて行っていただけますようにお願いしま

す。 
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2021 年 4 月 1 日リリース分 

■2021 年 4 月 1 日リリース分 

【表示の追加＝（契約利用者のみ）FTA 対象品(輸出品)関税率が表示されない協定の説明がない】 

→FTA 対象品(輸出品)(E)の関税率表示対象外となる協定が表示されるようになりました 

 

・関税率データが公開されないなどの理由により、当該

機能の対象外となる協定について、本画面にて確

認いただけるように修正しました。 

 

 

 

 

 

【仕様の修正＝（契約利用者のみ）「輸出者判定品」の複製を可能とする】 

→複製できない障害を解消しました 

 

 

契約利用者様用のメニュー 

FTA 対象品（輸出品）＞輸出品情報＞調査情報 

から「輸出者判定品」を選択の上、「輸出品複製」をクリックしても複製ができない障害がございました

が、今回のリリースにより解消しております。 

ご不便をお掛けし、申し訳ありませんでした。 
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2021 年 2 月 19 日リリース分 

■2021 年 2 月 19 日リリース分 

【仕様の修正＝原産資格調査(D)における品目別原産地規則の表示と選択について改修】 

→特定の条件下でのみ選択可能な品目別原産地規則について、条件が一致しないときは選択できない制御

を加えました 

・自己証明（日 EU・日英・TPP11）協定では、FTA 対象品の荷姿（輸出品か構成品か）について条

件が付されているものがあります。 

・これらの品目別原産地規則については、選択時の画面に注意喚起が表示されるのみであり、誤選択が

生じかねない状態でした。今回の改修により、選択に制御を加えます。 

 

＜参考＞日 EU・日英・TPP11 自動車関連の特殊な規則 

※PDF ファイルが開きます 

※「操作マニュアル・動画」からも確認できます 

 

例）日 EU 協定・日英協定 HS コード 700711 

 安全ガラス（強化ガラス） 

   -車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの 

 「付録 3-B-1 特定の車両及び車両の部品に関する規定」は、荷姿が構成品の場合のみ、選択可能

として表示されます。 

 

＜荷姿が輸出品の場合の画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜荷姿が構成品の場合の画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/02_quickmanual/part/%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B3%87%E6%96%99+%E6%97%A5EU%E3%83%BB%E6%97%A5%E8%8B%B1%E3%83%BBTPP11%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E7%89%B9%E6%AE%8A%E3%81%AA%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf
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2021 年 1 月 29 日リリース分 

■2021 年 1 月 29 日リリース分 

【ご要望＝（契約利用者のみ）同意通知先情報の取り扱い変更について】 

→同意通知先を指定して情報をインポートできるようにしました 

  複数の FTA 対象品（輸出品）を登録する際に使用する「インポートフォーマット」の項目を変更し、

同意通知先企業名と同意通知先企業登録番号も同時にインポートできるようになりました 

 

※インポートフォーマットの既存項目「予備項目１」と「予備項目 2」部分を当該情報インポートに使用す

るように変更を行っております 

これまでのフォーマット 変更後のフォーマット データ型 桁数 

予備項目 1 同意通知先企業名 全角のみ 100 

予備項目 2 同意通知先企業登録番号 半角英数字記号 9 

 

  

 

 

 

 

    ＜ご参考＞個別に調査依頼を送信する際の「同意通知先の変更」操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→同意通知先を[調査依頼・回答受信(R)］［調査回答・回答送信(A)］一覧の表示項目に追加しました 

  ・両一覧の項目に「同意通知先企業名」を追加しました 

  ※回答方法が「同意通知」の場合のみ表示されます 

  ・また、両一覧の検索項目にも「同意通知先企業名」が 

追加されました。検索機能もご活用ください 

 
◆現在お使いの「予備項目 1,2」の項目名のインポートフォーマットでも、変更なく引き続きイン

ポートを行っていただけます。 
◆ただし、「予備項目 1,2」に、上記「データ型」「桁数」に合致しないデータが入力されておりま

すと、インポートできません。同意通知に関するデータ以外は消去し、インポートを行ってくださ
い。 

 
[調査依頼・回答受信(R)］にて書き換えを行っていただけます 
 
◆第三者証明制度で FTA 対象品（輸出品）登

録を行い、外製品として依頼を送信する場合に
限り、以下の項目を書き換えることが出来ます。 
・同意通知先企業名 
・同意通知先企業登録番号 
 

◆上記において同意通知先の書き換えを行った原
産資格調査依頼を受領した仕入先は、当該情
報に従って日商システムの操作を行います。 

※同意通知先が依頼者とは異なる場合、メッセージで

補足いただく等いただきますと連携が 

 より円滑となります 

 



 

2/2 

 

2021 年 1 月 29 日リリース分 

【ご要望＝（契約利用者のみ）TKTC 審査番号の確認が難しい】 

→TKTC 審査サービス(※)をご利用の契約利用者様に対し、同情報の確認の

ための一覧機能を追加しました。 

  JAFTAS メニューに右記「審査サービス対象一覧」が表示されているご利用

者様用の一覧です。 

 

 

 

 

【仕様の修正＝回答担当者の所属部署を必須にする】 

→回答者が回答を送信する際に入力する項目であ

る「回答担当者」が任意入力項目となっておりまし

たが、必須入力項目として取り扱うべき項目でし

たので、改修を行いました。 

 

※本改修に際しましてご不便・ご質問がございましたら

【JAFTAS】サポートデスクまでお問い合わせください。 
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2021 年 1 月 8 日リリース分 

■2021 年 1 月 8 日リリース分 

【ご要望＝表示画面を広くしたい】 

→メニューを開閉可能にしました。また、検索項目を一部開閉可能にしました。 

  【参照】操作マニュアル 共通 I-5）画面の構成のご紹介 

＜これまでは＞ ＜改修後＞ 

小さな画面では、スクロールが必要だった メニューと検索項目の非表示で、操作画面が広く 

 

 

 

 

 

 

 

【ご要望＝詳細画面と編集画面が分かりにくい】 

→詳細画面と編集画面のヘッダー部分（上部固定）にそれぞれ🔎マークと✎マークを付けました。 

 

＜これまでは＞ ＜改修後＞ 

詳細画面と編集画面の見分けがつきにくい 画面左上を見れば現在の操作画面が確認できる 

 

 

 

【ご要望＝インポート時のエラーが分かりにくい】 

→エラーが出た項目のみが一覧にエラー表示されるように改修しました。また、エラー表示の位置を左寄せに

し、分かりやすくしました。 

  【参照】操作マニュアル 共通 I-6）インポート機能と利用に関しての注意点、別添資料 1）インポート

データの仕様について ほか（インポート操作が生じる業務） 

 

  ＜改修後＞ 

 

 

 

  

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AI%EF%BC%89%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AI%EF%BC%89%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%88%A5%E6%B7%BB%E8%B3%87%E6%96%991%EF%BC%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
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2021 年 1 月 8 日リリース分 

【ご要望＝（契約利用者のみ）調査対象品のインポート成否が分かりにくい】 

→メニューに「インポート結果確認」が追加されました。それに伴い、調査対象品（輸出品/構成品）イン

ポートの手順が下記のとおり変更となります。 

・インポートを行うと、「インポート処理を受付けました。処理結果はインポート結果確認画面でご確認くだ

さい。処理件数が多い場合は、時間が掛かることがあります。」と表示されます。 

・「インポート確認結果」のステータスが「成功」となっていれば、そのまま調査対象品として登録されます。 

・取込内容にエラーがある場合は赤字で「入力データに誤りがあります。メッセージ欄をご確認ください」と表

示されます。画面下の「クリア」をクリックし、修正したデータを再度アップロードしてください。 

 

【参照】操作マニュアル E/P3-2）調査対象品を登録する(インポート) 

 

 

【ご要望＝必要な情報へのアクセスをもっと良くしてほしい】 

→トップ画面を改修しました。 

  【参照】操作マニュアル 共通 I-5）画面構成のご紹介 

 

＜これまでは＞ ＜改修後＞ 

 ・「お知らせ」掲載件数が 6 件に増えました。 

・画面下部のボタンを増やし、直接アクセスできる

ようになりました。 

 

 

 

 

 

 

※説明会や個別相談会へのお申し込みへのリンクも 

新設されました。個別相談会については後述いたします。 

  

 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/E%26P%EF%BC%89FTA%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%93%81(%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%93%81%E3%83%BB%E6%A7%8B%E6%88%90%E5%93%81)%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AI%EF%BC%89%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9.pdf


 

3/5 

 

2021 年 1 月 8 日リリース分 

【ご要望＝パスワード再発行のリンクが画面に表示されない】 

→ログイン画面を改修し、「パスワードを忘れた方はこちら」リンクが上部に 

 来るようにしました。 

 

 

【ご要望＝依頼取下を受けたが、理由を知りたい/理由を伝えたい】 

→メッセージ欄に理由を記入できるように改修しました。 

  【参照】操作マニュアル R7）依頼の取下げを行う 

 

 

 

【ご要望＝少し先の日付を入力する欄はカレンダー選択ではなく日付の直接入力にも対応してほしい】 

→調査依頼・回答受信(R)業務で指定する「希望回答期限」

と、原産資格調査(D)で指定する「有効期限/同意通知期

限」については、yyyy/mm/dd 形式での手入力対応するよ

う改修しました。 

  【参照】操作マニュアル R6）希望回答期限を延長する 

   D7-4）「有効期限/同意通知期限」の設定に関して 

【ご要望＝誤操作を防止する注意喚起が欲しい】 

操作に関するご質問を受け、迷いやすいポイントには適宜アナウンスを追加しております。また、カーソルを当

てると説明が表示される「ツールチップ」も併用し、ご案内を充実させております。下記に 3 例をご紹介します。 

 

（１）［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面から「受付前に戻す」ボタンを押すと、途中の後工程で行って

いた操作との紐付が切れるが、後続作業に対する注意喚起が必要 

 →後続作業に関するアナウンスを入れ、確認 

いただくように改修しました。 

   【参照】操作マニュアル A17）受付前へ戻す 

 

 

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/R%EF%BC%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/R%EF%BC%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/R%EF%BC%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2021 年 1 月 8 日リリース分 

 

（２）仕入先コードを指定しないと、調査の依頼を掛けられない。納品先コードを指定しないと、品番変換マ

スタで納品先を選択できない、など、コード未指定に対する注意喚起が必要 

 →アナウンスを追加しました。 

   【参照】操作マニュアル 共通 III-2-5）仕入先情報の編集・更新、A3-1）受信した依頼の受付を

する、D4）構成品の調査依頼を作成する 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「直接回答」ボタンはどのようにして使用するものかわからない。 

 →「直接回答」ボタンにカーソルを合わせるとボタンの説明が表示されるように改修しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/%E5%85%B1%E9%80%9AIII%EF%BC%89%E4%BB%95%E5%85%A5%E5%85%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%81%E4%BC%81%E6%A5%AD%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%BB%E6%8B%9B%E5%BE%85%E3%81%A8%E7%B4%8D%E5%93%81%E5%85%88%E7%AE%A1%E7%90%86.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/A%EF%BC%89%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2021 年 1 月 8 日リリース分 

JAFTAS 新サービスのお知らせ① 個別相談会 

お陰様で、JAFTAS 登録者数が 1,160 社を超えました（2020 年 12 月末時点）。ひとえに皆様のご

愛顧の賜物と厚く御礼申し上げます。 

一方で、ご利用各社のご不明点が必ずしも同じではなく、また各社のご事情によって JAFTAS のご活用方

法も多岐にわたることが判明して参りました。 

 

そこで JAFTAS では、サポートデスク機能をさらに拡充し、個別相談会の実施を開始しております。 

どのようなご質問でも結構ですので、お気軽にご活用ください。 

 

１）JAFTAS トップページの 

「開催中の説明会の一覧/お申込み」または 

下記 URL より、JAFTAS 説明会予約サイトに 

ジャンプします。 

 

＜説明会予約サイト URL＞ 

https://tktc.resv.jp/ 

 

 

２）JAFTAS ウェブサイトを下までスクロールし、「予約

画面に進む」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）「受付中」の会にお申込みいただけます。 

 

※個別相談会にお時間の都合が合わない場合にも、

サポートデスクにて随時ご質問へのご案内をいたしま

すので、お気軽にお問い合わせください。 

 

https://tktc.resv.jp/

