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2. 採捕者の登録項目
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1. 届出様式について

様式は①～④の4つありますので、該当の様式をダウンロードしてください。
採捕者と取扱事業者で登録に必要な項目が異なりますので、間違わないよう
注意してください。

①採捕者による届出
②採捕者による変更の届出
③取扱事業者による届出
④取扱事業者による変更の届出

例：①採捕者による届出

必要なシートですので削除しないよう
お願いします。

届出に使用する様式のシートです。

本マニュアルの他に、Excelシートに
も入力方法を記載しています。



文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ①採捕者による届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別 その他・無回答

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

1_氏名＊＜入力＞

1_住所＊＜入力＞

1_代表者名＊＜入力＞

2_事務所等_住所以外の有無 ＜選択＞

2_事務所等_所在地 ＜添付＞

2_事務所等_所在地 ＜入力＞

3_対象漁種_あわび ＜選択＞

3_対象漁種_なまこ ＜選択＞

4_採捕権限_大臣許可 ＜選択＞ FALSE

4_採捕権限_知事許可 ＜選択＞

4_採捕権限_漁業権漁 ＜選択＞

4_採捕権限_その他 ＜選択＞

4_採捕権限_その他 ＜入力＞

4_採捕権限等 ＜添付＞

5_譲渡し開始日 ＜日付＞ 2022/12/01

6_届出番号 ＜文字列＞

6_認定日 ＜日付＞

2. 採捕者の登録項目

※実際の登録用ファイルは必須項目の黄色の列のみ表示されており、入力の必要の
ない灰色のセルは非表示になっています。

黄色のセルは入力が必須です。

電話番号、FAX番号は先頭に「‘」を
付け、ハイフンなしで入力してくだ
さい。番号がない場合は999と入力し
てください。

全角カナで入力してください。

該当する場合は「TRUE」を選択し、
該当しない場合は「FALSE」を選択し
てください。

選択箇所についてはクリックするこ
とでリストが表示されますので、そ
の中から選択してください。熊本県
の様式には「熊本県」と入力されて
います。

メールアドレスがない場合は999と入
力してください。

リ
ス
ト
表
示
例

リ
ス
ト
表
示
例

水産流通適正化法の施行日が入力さ
れています。

提出日を入力してください。
（入力例：2022/07/01）



文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ③取扱事業者による届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

1_氏名＊＜入力＞

1_住所＊＜入力＞

1_代表者名＊＜入力＞

2_事務所等_住所以外の有無 ＜選択＞

2_事務所等_所在地 ＜添付＞

2_事務所等_所在地 ＜入力＞

3_対象漁種_あわび ＜選択＞

3_対象漁種_なまこ ＜選択＞

4_添付書類 ＜添付＞

6_届出番号 ＜文字列＞

6_認定日 ＜日付＞

3. 取扱事業者の登録項目

※実際の登録用ファイルは必須項目の黄色の列のみ表示されており、入力の必要の
ない灰色のセルは非表示になっています。

黄色のセルは入力が必須です。

電話番号、FAX番号は先頭に「‘」を
付け、ハイフンなしで入力してくだ
さい。番号がない場合は999と入力し
てください。

全角カナで入力してください。

選択箇所についてはクリックするこ
とでリストが表示されますので、そ
の中から選択してください。熊本県
の様式には「熊本県」と入力されて
います。

メールアドレスがない場合は999と入
力してください。

リ
ス
ト
表
示
例

提出日を入力してください。
（入力例：2022/07/01）



文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ②採捕者による変更の届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別 その他・無回答

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

Ⅰ_届出番号 ＜入力＞

Ⅱ_最初の届出日 ＜日付＞

Ⅱ_最初の届出先 ＜選択＞

Ⅱ_最初の届出先 ＜選択＞：コード

Ⅲ_氏名＊＜入力＞

Ⅲ_住所＊＜入力＞

Ⅲ_代表者名＊＜入力＞

Ⅳ-0_変更／廃止 ＜選択＞

Ⅳ-0_廃止年月日 ＜日付＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の理由 ＜入力＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の内容 ＜入力＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の理由 ＜入力＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の内容 ＜添付＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の内容 ＜入力＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更の理由・内容 ＜入力＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更後_あわび ＜選択＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更後_なまこ ＜選択＞

Ⅳ-4_採捕権限_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-4_採捕権限_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-4_採捕権限_変更の理由・内容 ＜入力＞

Ⅳ-4_採捕権限_変更後資料 ＜添付＞

文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ①採捕者による届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別 その他・無回答

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

1_氏名＊＜入力＞

1_住所＊＜入力＞

1_代表者名＊＜入力＞

2_事務所等_住所以外の有無 ＜選択＞

2_事務所等_所在地 ＜添付＞

2_事務所等_所在地 ＜入力＞

3_対象漁種_あわび ＜選択＞

3_対象漁種_なまこ ＜選択＞

4_採捕権限_大臣許可 ＜選択＞ FALSE

4_採捕権限_知事許可 ＜選択＞

4_採捕権限_漁業権漁 ＜選択＞

4_採捕権限_その他 ＜選択＞

4_採捕権限_その他 ＜入力＞

4_採捕権限等 ＜添付＞

5_譲渡し開始日 ＜日付＞ 2022/12/01

6_届出番号 ＜文字列＞

6_認定日 ＜日付＞

4. 採捕者による届出様式

①採捕者による届出

※実際の登録用ファイルは必須項目の黄色の列のみ表示されており、入力の必要の
ない灰色のセルは非表示になっています。

②採捕者による変更の届出



文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ④取扱事業者による変更の届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別 その他・無回答

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

Ⅰ_届出番号 ＜入力＞

Ⅱ_最初の届出日 ＜日付＞

Ⅱ_最初の届出先 ＜選択＞

Ⅱ_最初の届出先 ＜選択＞：コード

Ⅲ_氏名＊＜入力＞

Ⅲ_住所＊＜入力＞

Ⅲ_代表者名＊＜入力＞

Ⅳ-0_変更／廃止 ＜選択＞

Ⅳ-0_廃止年月日 ＜日付＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の理由 ＜入力＞

Ⅳ-1_氏名・住所等_変更の内容 ＜入力＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の理由 ＜入力＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の内容 ＜添付＞

Ⅳ-2_事務所等の所在地_変更の内容 ＜入力＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更の有無 ＜選択＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更日 ＜日付＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更の理由・内容 ＜入力＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更後_あわび ＜選択＞

Ⅳ-3_対象漁種_変更後_なまこ ＜選択＞

文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業

制度 水産流通適正化法

手続 ③取扱事業者による届出

申請年月日

最新ステータス

地域レベル 都道府県

地域名 熊本県

法人番号

法人名/屋号

法人名/屋号カナ

郵便番号

都道府県 熊本県

市区町村

番地等

代表者氏名

代表者氏名カナ

eMAFF種別

代表者性別

代表者生年月日

電話番号

FAX番号

メールアドレス

0_本人／代理人 ＜選択＞

0_委任状等 ＜添付＞

1_氏名＊＜入力＞

1_住所＊＜入力＞

1_代表者名＊＜入力＞

2_事務所等_住所以外の有無 ＜選択＞

2_事務所等_所在地 ＜添付＞

2_事務所等_所在地 ＜入力＞

3_対象漁種_あわび ＜選択＞

3_対象漁種_なまこ ＜選択＞

4_添付書類 ＜添付＞

6_届出番号 ＜文字列＞

6_認定日 ＜日付＞

5. 取扱事業者による届出様式

③取扱事業者による届出

※実際の登録用ファイルは必須項目の黄色の列のみ表示されており、入力の必要の
ない灰色のセルは非表示になっています。

④取扱事業者による変更の届出



文書番号

紐づけID

経営体ID

グループID

申請区分

申請年度

業種 水産業 水産業 水産業

制度 水産流通適正化法 水産流通適正化法 水産流通適正化法

手続 ①採捕者による届出 ①採捕者による届出 ①採捕者による届出

申請年月日 2022/07/01 2022/07/01 2022/07/01

最新ステータス

地域レベル 都道府県 都道府県 都道府県

地域名 熊本県 熊本県 熊本県

法人番号

法人名/屋号 熊本A 熊本B 熊本C

法人名/屋号カナ クマモトエー クマモトビー クマモトシー

郵便番号

都道府県 熊本県 熊本県 熊本県

市区町村 熊本市 熊本市 熊本市

番地等 1 2 3

代表者氏名 水産　太郎 水産　花子 水産　一郎

代表者氏名カナ スイサン　タロウ スイサン　ハナコ スイサン　イチロウ

eMAFF種別

代表者性別 男性 女性 男性

代表者生年月日

電話番号 096〇〇〇△△△△ 096□□□■■■■ 999

FAX番号 096●●●▲▲▲▲ 999 999

メールアドレス suisan_taro・・・・ suisan_hanako・・・・ suisan_ichiro・・・・

0_本人／代理人 ＜選択＞ 本人 代理人 代理人

0_委任状等 ＜添付＞

1_氏名＊＜入力＞

1_住所＊＜入力＞

1_代表者名＊＜入力＞

2_事務所等_住所以外の有無 ＜選択＞ eMAFFに登録されている住所の事務所等のみがある eMAFFに登録されている住所以外の事務所等が他にある eMAFFに登録されている住所の事務所等のみがある

2_事務所等_所在地 ＜添付＞

2_事務所等_所在地 ＜入力＞

3_対象漁種_あわび ＜選択＞ 対象である 対象でない 対象である

3_対象漁種_なまこ ＜選択＞ 対象でない 対象である 対象である

4_採捕権限_大臣許可 ＜選択＞ FALSE FALSE FALSE

4_採捕権限_知事許可 ＜選択＞ TRUE FALSE TRUE

4_採捕権限_漁業権漁 ＜選択＞ FALSE TRUE TRUE

4_採捕権限_その他 ＜選択＞ FALSE FALSE FALSE

4_採捕権限_その他 ＜入力＞

4_採捕権限等 ＜添付＞

5_譲渡し開始日 ＜日付＞ 2022/12/01 2022/12/01 2022/12/01

6_届出番号 ＜文字列＞

6_認定日 ＜日付＞

6. 入力例

※取扱事業者は対象魚種までが入力項目です。採捕権限の入力はありません。

例1
あわびを知事許
可漁業で採捕し
ている場合

例2
なまこを漁業権
漁業で採捕して
いる場合

例3
あわび及びなまこ
を知事許可及び漁
業権漁業で採捕し
ている場合

例：採捕者による届け出

※実際の登録用ファイルは必須項目の黄色の列のみ表示されており、入力の必要の
ない灰色のセルは非表示になっています。


