
ご本人様の搭乗便名と搭乗日,
ご到着日をご記入ください。

ご利用になるお荷物のサイズ
にチェックマークをご記入くだ
さい。

留学宅急便 インボイス 記入例

◎最後に、ご記入漏れがないかをもう一度確認してください。

618506-000-0000

金額が￥0ではお荷物の輸出入
通関が出来ません。

日本側のご住所をアルファ
ベットでご記入ください。

ご本人様のお名前で署名をお願
いいたします。

例）2個口の場合
　　　1箱目を1/2　、
　　　2箱目を2/2
　　とご記入ください。

インボイスに品名を具体的にご
記入ください。
　例）×雑貨　　    ⇒　○バック
　　　 ×日用品　   ⇒　○歯ブラシ
　　　 ×電化製品　⇒　○ドライヤー

数量・単価・合計金額をご記入く
ださい。

留学宅急便は1箱につき、運送
保険が自動付帯されます。合計
価格は20万円を上限としてご記
入ください。
万が一、荷物事故等あった場
合、ご記入された金額が保険賠
償金額の限度額となります。

訂正があった場合は、二重線を
引いて下さい。訂正印もしくはサ
インにて訂正の上、正規のご記
入をお願いいたします。

青色欄をご記入ください。
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チェックシート記入例

お荷物の発送日、及び署名欄
にサインをご記入ください。

ご確認のうえ、□にチェッ
クマークをご記入くださ
い。

留学宅急便

618506-000-0000

◎最後に、ご記入漏れがないかをもう一度確認してください。
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≪書類の入れ方≫

パスポートコピー、通関書類、留学宅急便イ
ンボイス、チェックシートなどの必要書類
は、全てまとめてダンボールの一番上にお
入れください。

※ 複数個を発送する場合は、通関必要書類をダン
ボールのＮＯ．１の中にお入れください。

※ 重要な書類ですので、可能ならば封筒などに入
れてお送りください。
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DECLARATION OF FACTS TO SINGAPORE CUSTOMS
FOR GST RELIEF ON USED HOUSEHOLD ARTICLES AND PERSONAL EFFECTS

C&E287 (1/2000)

I) To be completed by Claimant:

I hereby provide the following information in support of my application for Goods and Services Tax
relief on my used household articles and personal effects under item 8 in the Schedule to the Goods &
Services Tax (Imports Relief) Order:

(a) I am transferring my residence from _____________ (country) to Singapore.

(b) I am the owner of the used household articles and personal effects imported and they have
been in my possession and use for a period of not less than 3 months.

(c) The articles and effects are imported via :-
Bill of Lading/ Airway Bill no. : __________________
Vessel Name/ Voyage no.* : __________________
Flight no.* : __________________
They are imported within 6 months of my first arrival _______________ (date) in Singapore.

(d) I am aware that the GST relief I am applying does not cover any motor vehicle, liquors or
tobacco. I provide the following information on whether motor vehicle, liquors and tobacco
are included in my consignment.

Yes No Quantity/ Description
Liquors _______________________________

Tobacco _______________________________

Motor vehicle _______________________________

I affirm that the information given above is true and correct. I undertake to pay customs duty and
GST on the liquors, tobacco and motor vehicle included in my consignment, and also not to dispose of the
used household articles and personal effects within three months from the date of importation.

___________ _______________________
SIGNATURE NAME OF CLAIMANT PASSPORT NO.

___________ _______________________ _______________________________
DATE OCCUPATION NAME OF EMPLOYER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II) To be filled up by Declaring Agent:

_________________________
COMPANY’S NAME CR NO.

_________________________ ____________________________
TELEPHONE NO. CONTACT PERSON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III) For official use:

Permit No. : ____________________ _____________________________
Signature/ Name of Permits Officer

Container No. : ____________________ Date

Complete as appropriate

サンプル

ＪＡＰＡＮ

ＪＡＰＡＮと記入

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙに

入国する日付

Apr.25.2002

Apr.15.2002

この用紙を

記入した日付

ＥＮＧＩＮＥＥＲ YAMATO COMPANY

Ａ Ｂ 1 2 3 4 5 6 7

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと

同じサイン 楷書でﾌｧﾐﾘｰﾈｰﾑ

が先です。

職業を記入

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ番号

を記入

会社名を英語で記入

ＹＡＭＡＴＯ ＴＡＲＯ

お酒、ﾀﾊﾞｺ、乗用車･ﾊﾞｲｸ

が引越荷物に無ければ No

にチェックを




