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提出が必要な証明書類（製造3分野共通）

① 製造品及びその用途が確認できる画像と説明文（※1）

② 製造品を生産するために用いた設備（工作機械、鋳造
機、鍛造機、プレス機等）の画像及び説明文（※1）

③ 事業実態を確認できる、直近１年以内の証跡画像（上
記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等）

※1

④ 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』（※2）

⑤ 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、
『製造品の画像提出不可の理由書』（様式自由）

⑥ その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認
の過程で追加提出の指示があったもの（初回届出時は不要です）

※2

全届出者 必須３点セット

該当者のみ 準備が必要

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会確認は、提出を受けた証明書類をもとに
「届出時に選択された産業分類に該当する製造品の出荷実績等があることの判断」
を行っています。
情報が誤っている場合や不足している場合は、届出の差し戻しや再提出によって
確認完了までに時間を要します。提出される前に証明書類の精査を十分に行って下さい。

請負業務で製造する製造品が、届出する分野に該当していると
明示的に確認できる契約書を提出して下さい。

届出する分野に該当する製造品について、画像や資料に加え、
極力詳細な説明をお願いいたします。
また、本届出は事業所単位となります。製造品等の画像等は、
特定技能外国人材を受け入れる事業所において製造しているものを
ご提出下さい。特定技能外国人材を受け入れる事業所以外の事業所
で製造している製造品は証明書類とはなりません。
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① 製造品及びその用途が確認できる画像（例）

× 悪い例○良い例

▲ 写真がぼやけていて不鮮明

▲ 複数の製造品が写っていて、
どれが対象の製造品が不明

▲ 他製造品に隠れている部分が
あり不明瞭

▲ モノクロ
（届出受理の判断となる要素のため
カラー提出を推奨します）

◎ 複数の製造品が写っていても、
届出する製造品と対応する
産業分類番号が明瞭に示されて
いる

型番AA-0
産業分類番号
2422型番BB-0

産業分類番号
2691

部品：タッチパネルセン
サー部品
用途：券売機・ＡＴＭ等
機能：タッチ操作の変
化により、精度・反応速
度の対応を調整

歯車部品を製造。
用途は、業務用発電
機・インバーターであ
り、トルク調整の機能
を果たしている。

家庭用電化製品（主
にエアコン・冷暖房
機器・冷蔵庫）の電
子回路

型番BB-0
産業分類番号 2691

型番AA-0
産業分類番号 2422

歯車部品を製造。
用途は、業務用発電
機・インバーターであ
り、トルク調整の機能
を果たしている。

家庭用電化製品（主
にエアコン・冷暖房
機器・冷蔵庫）の電
子回路

▲ 説明文がなく写真のみ◎ 製造品の説明文が記入されている

◎ 届出する分野に該当する製造品が
単体で鮮明に接写されている

◎ 製造品が単体でカラー接写され
ており明瞭である

※画像付近の説明に加え、テンプレートで
画像についての詳細説明を記載してください
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◎ 届出する分野に該当する
製造品が部品の場合、完成品
の画像も合わせて提示し、
どこに装着されるかが明瞭に
示されている

① 製造品及びその用途が確認できる画像（例）

業務用冷蔵庫
温度制御装置

工場内配電盤

▲ 完成品のどの部分に製造品
が使用されているかが
不明瞭

× 悪い例○良い例
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▲ HP画面をただ貼り付けている

① 製造品及びその用途が確認できる画像（例）

◎ 企業HPを用いる場合、
該当ページ（製造品や生産
工程など）の画像を枠で
囲っている

◎ 説明文を記載するなど明確
に示している

型番AA-0
産業分類番号
2422

製造品加工設備：
シリンダ部分の切削

× 悪い例○良い例
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② 製造品を生産するために用いた設備の画像（例）

◎ 届出する分野に該当する
製造品を製造している機器が
どれなのか、明瞭に示されて
いる

◎ 設備の説明文が記載されて
いる

▲ 全景写真のみで、
届出する分野に該当する
製造品を製造している機器
がどれなのかが不明瞭

製造品テスト設備：
感光性確認のため、
センサー反応測定を実施

製造品加工設備：
強度向上のため、
ガス圧制御バルブの表面熱処理
加工を実施

× 悪い例○良い例
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◎ 手元が写っているなど、
作業内容が明瞭に示されて
いる

◎ 作業工程の説明が記載
されている

組立及び通電測定

加工
（シリンダ部分の切削）

金型作製
（チャンバー部品）

▲ 作業工程の説明が記載されて
いない

▲ 手元が写っていない

▲ 作業内容が不鮮明

② 製造品を生産するために用いた設備の画像（例）

× 悪い例○良い例



7

× 悪い例

○良い例

③ 事業実態を確認できる証跡画像（納品書の例）

日付：
N o：

株式会社　協議・連絡会
〒123-4567
東京都千代田区霞が関1-0-0
TEL : 01-2345-6789
担当:経済　太郎

下記の通り納品いたします。

商品A_ABC-888888888-B

¥22,000－

　細分類　2842

18 1,000 18,000

商品A_ABC-999999999-A　 2 1,000 2,000

項目

備考

小計

消費税 10%

合計
2,000

22,000

20,000

株式会社　経済産業

2021年4月1日

御中

数量 単価 金額

20210401001

備考

納 品 書

印 印 印

担当 納品 検収

納品金額：

日付：
N o：

株式会社　協議・連絡会
〒123-4567
東京都千代田区霞が関1-0-0
TEL : 01-2345-6789
担当:経済　太郎

下記の通り納品いたします。

備考

消費税 10% 2,000

合計 22,000

小計 20,000

商品A_ABC-888888888-B 18 1,000 18,000

備考

商品A_ABC-999999999-A 2 1,000 2,000

金額

納品金額： ¥22,000－

項目 数量 単価

印 印

2015年4月1日
20150401001

担当 納品 検収

納 品 書

株式会社　経済産業 御中

印

↓「家庭用電化製品の電子回路」

◎納品書の日付は届出
日から1年以内

（当該製造品の1年以内
の製造実績を示す）

◎届出する分野に該当
する製造品の「日本
標準産業分類の該当
番号」及び製造品の
用途について説明

◎手書きで追記しても
構いません

を製造しています

▲届出日よりも1年以上前の納品日

▲どれが今回届出する分野に該当する製造品か不明
▲届出する分野に該当する製造品の「日本標準産業分類の該当番号」
及び製造品の用途に関する説明文が書かれていない

◎届出する分野に該当する製造品が
分かるように、届出に関係ない
他の製造品は黒塗りする

◎もしくは該当する製造品をマー
カーする

◎取引先情報は、黒塗り
しても構いません
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1234567890
2021/04/01

〒123-4567

合計金額 ¥715,990
支払条件 月末締め翌月末払い

有効期限 御見積後2週間

数量 単位 単価 金　　額 摘　　要

5 セット 90,000 450,000 産業分類2653

10 12,000 120,000 産業分類2653

10 個 2,500 25,000

1 ケース 5,000 5,000

3 個 900 2,700

83 個 400 33,200 小　　計 650,900

1 個 5,000 5,000 税率 10%

1 10,000 10,000 消費税 65,090

合　　計 715,990

商品_AB（加工費）

商品_C_品番00001

商品_AB一式

商品_D_品番00005

発注No

発注日

商品_C_品番00004

　〒123-4567
　東京都　千代田区霞が関　2-0-0
　経済産業ビル内

　株式会社　経済産業　御中

下記のとおり、発注致します。

発　注　書

東京都千代田区霞が関1-0-0
株式会社　協議・連絡会

TEL : 01-2345-6789

印

備　　考

商品_D_品番00005（加工費）

商品_C_品番00002

商品_C_品番00003

品　　　　名

1234567890
2015/04/01

〒123-4567

合計金額 ¥715,990
支払条件 月末締め翌月末払い

有効期限 御見積後2週間

数量 単位 単価 金　　額 摘　　要

5 セット 90,000 450,000

10 12,000 120,000

10 個 2,500 25,000

1 ケース 5,000 5,000

3 個 900 2,700

83 個 400 33,200 小　　計 650,900

1 個 5,000 5,000 税率 10%

1 10,000 10,000 消費税 65,090

合　　計 715,990

商品_C_品番00001

商品_C_品番00002

商品_C_品番00003

商品_C_品番00004

印
商品_D_品番00005

商品_D_品番00005（加工費）

商品_AB（加工費）

　〒123-4567
　東京都　千代田区霞が関　2-0-0
　経済産業ビル内

　株式会社　経済産業　御中

発　注　書 発注No

発注日

下記のとおり、発注致します。 株式会社　協議・連絡会
東京都千代田区霞が関1-0-0

TEL : 01-2345-6789

品　　　　名 備　　考

商品_AB一式

←バルブ内圧制御部品の製造と加工です

◎発注日の日付は届出
日から1年以内

（当該製造品の1年以内
の製造実績を示す）

▲届出日よりも1年以上前の発注日

▲どれが今回届出する分野に該当する製造品か不明
▲届出する分野に該当する製造品の「日本標準産業分類の該当番号」
及び製造品の用途に関する説明文が書かれていない

× 悪い例

○良い例

③ 事業実態を確認できる証跡画像（発注書の例）

◎届出した分野に該当する製造品の
「日本標準産業分類の該当番号」及び
製造品の用途について説明

◎手書きで追記しても構いません

◎届出する分野に該当する製造品が分かるよう
に、届出に関係ない他の製造品は黒塗りする

◎もしくは該当する製造品をマーカーする

◎取引先情報は、黒塗り
しても構いません
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