様式第１１（第３５条関係）
Name, address and contact details of the exporter（輸出者の氏名又は名称、住所又は所在地及
び連絡先についての詳細）
Name（氏名又は名称）
Address （住所又は所在地）
Tel, telex or fax number（電話、テレックス又はファクシミリの番号）
Contact person（連絡責任者）
Name, address and contact details of the importer（輸入者の氏名又は名称、住所又は所在地及
び連絡先についての詳細）
Name（氏名又は名称）
Address （住所又は所在地）
Tel, telex or fax number（電話、テレックス又はファクシミリの番号）
Contact person（連絡責任者）
Name and identity of the living modified organism（遺伝子組換え生物等の名称及びその識別に
ついての情報）
Name（名称）
Identity（識別についての情報）
Intended date or dates of the transboundary movement, if known（輸出が予定される日が判明
している場合にはその日）
Date（日付）
／ ／
Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and characteristics of
recipient organism or parental organisms related to biosafety（遺伝子組換え生物等の安全性に
関連する宿主又は親生物の分類学上の位置、一般名称、採集され又は取得された場所及び特性）
Taxonomic status（分類学上の位置）
Common name（一般名称）
Point of collection or acquisition（採集され又は取得された場所）
Characteristics （特性）
Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the recipient organism and/or
the parental organisms and a description of the habitats where the organisms may persist or
proliferate（宿主又は親生物の起原の中心及び遺伝的多様性の中心が判明している場合にはそれら
の中心並びにこれらの生物が存続し又は繁殖する可能性のある生息地に関する説明）
Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and characteristics of the
donor organism or organisms related to biosafety（遺伝子組換え生物等の安全性に関連する核酸
供与体の分類学上の位置、一般名称、採集され又は取得された場所及び特性）
Taxonomic status（分類学上の位置）
Common name（一般名称）
Point of collection or acquisition（採集され又は取得された場所）
Characteristics（特性）
Description of the nucleic acid or the modification introduced, the technique used, and the
resulting characteristics of the living modified organism（導入された核酸又は改変、使用された
技術及びこれらの結果遺伝子組換え生物等に生じた特性に関する説明）
Intended use of the living modified organism or products thereof, namely, processed
materials that are of living modified organism origin, containing detectable novel
combinations of replicable genetic material obtained through the use of modern biotechnology
（遺伝子組換え生物等又はこれに係る産品（遺伝子組換え生物等に由来する加工された素材であっ
て、現代のバイオテクノロジーの利用によって得られる複製可能な遺伝素材の新たな組合せ（検出
することのできるもの）を有するもの）の予定される用途）

Quantity or volume of the living modified organism to be transferred（輸出される遺伝子組換
え生物等の数量又は容積）
A previous and existing risk assessment report consistent with Annex III to the Cartagena
Protocol on biosafety to the Convention on Biological Diversity（生物の多様性に関する条約の
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書附属書Ⅲの規定に適合する既存の生物多様性影響評
価に関する報告）
Suggested methods for the safe handling, storage, transport and use, including packaging,
labelling, documentation, disposal and contingency procedures, where appropriate （適当な場
合には、包装、ラベル等による表示、文書の添付、処分及び緊急時の手続を含む安全な取扱い、保
管、輸送及び利用の方法についての提案）
Regulatory status of the living modified organism within the State of export (for example,
whether it is prohibited in the State of export, whether there are other restrictions, or whether
it has been approved for general release) and, if the living modified organism is banned in the
State of export, the reason or reasons for the ban（輸出国内における遺伝子組換え生物等の規制
の状況（例えば、当該遺伝子組換え生物等が輸出国において禁止されているか否か、他に制限があ
るか否か又は当該遺伝子組換え生物等の一般的な使用等が承認されているか否か）及び当該遺伝子
組換え生物等が輸出国において禁止されている場合にはその禁止の理由）
Result and purpose of any notification by the exporter to other States regarding the living
modified organism to be transferred（輸出される遺伝子組換え生物等に関し輸出者が他の国に対
して行った通告の結果及び目的）
A declaration that the above-mentioned information is factually correct（上記の情報が事実関
係について正確であることの宣言）
I certify that the above information is factually correct.（上記の情報が事実関係について正
確であることを証明します。
）
Name（氏名又は名称）
／Signature（署名）
Date（日付）
：
／ ／
（注）
１．書類の記入については、署名以外は、英文のタイプ印書又はブロック体の大文字のペン書きとす
ること。記入内容を消したり、修正液等を上に塗ったり、訂正してはならないこと。また、署名は、
如何なる方法にても複製はしないこと。
２．日付はすべて６桁の形式で示すこと。例えば、2003 年 10 月１日は「01/10/03」と記入する。

