
委  任  状 
Letter of Attorney 

 
日本小型船舶検査機構 殿 
To Japan Craft Inspection Organization                                     平成  年  月  日 

Year    Month    Day 
    

    
委 任 者（所有者）Owner 
      住    所 Address 
      氏名又は名称Name(Signature)                            
   （共同所有者（注４） なし・あり《他  名》 持分   分の    ） 

（Co-owner: 4)nil or some《   persons》,representative’s share of ownership） 
 
注１）提出する書類の原本還付請求について委任する場合は、還付請求する書類名を記入してください。なお、書類

によっては、還付できない書類がありますので事前にお尋ねください。また、復委任に関することについて委任

する場合は、その旨明記してください（記載されていない場合復委任は行えません。）。 
注２）船舶番号がない場合は、船舶検査済票番号を記入されても差し支えありません。また、新規登録申請時に船舶

番号、船舶検査済票番号及び船体識別番号がいずれも記入できない場合は、当該小型船舶を特定できる記号等を

記入してください。（メーカー名、型式、製造番号等） 
注３）新規登録又は移転登録を委任する場合は、実印を押印してください。 
注４）船舶所有者が複数の場合は、共同所有者「あり」に○を付け、記入者以外の人数を記入してください。また、

持分については記入者の持分を記入してください。他の共同所有者については、委任状もしくは共同所有者申告

書を作成して下さい。 
注５）記載事項を訂正する場合は、押印欄に押印した印鑑で訂正して下さい。 

1) If you authorize a third party to request the return of the original documents, please fill in the name of the documents. 
Some documents may not be returned, please ask before submission of the documents. If you authorize a fourth party to 
be your subagent, please fill it in the form. (Without your authorization, a fourth party cannot act on your behalf.) 

2) If a distinctive number has not been provided, please substitute the ship inspection completion slip number. If either the 
ship inspection completion slip number, the distinctive number or hull identification number cannot be specified, the 
maker name, model, manufacturing number or other information that identifies the ship should be supplied. 

3) If you authorize initial registration or transfer of ownership registration, please affix your official seal to this form. 
4) If there are co-owners, please circle ”some” at the bottom of the form, and fill in the number of co-owners, not including 

the applicant, and applicant’s share of ownership.  Please attach the letter of attorney or the co-owner application form 
for each of the other co-owners.   

5) Please use the same seal as affixed in the space to correct any items mentioned in this document. 

 
    受 任 者（代理人）Agent 
       住    所 Address 
       氏名又は名称Name 
 
 上記の者を代理人と定め、下記の小型船舶における、小型船舶の登録等に関する法律に基づ
く登録・船舶安全法に基づく検査等に関する申請に関し、一切の権限を委任します。 
 提出書類のうち、               （注１）の原本還付に関する件について委任します。 
   I hereby authorize the above agent to be my lawful attorney to exercise all powers concerning 
application for registration of the vessel and/or the inspection of the vessel in accordance with 
the craft registration law and the ship safety law.  

I authorize the above agent to request the return of the original documents of           １） of 
the submitted paper. 

 
       委任する小型船舶 

 船舶番号又は船体識別番号（注２） 

Distinctive Number or Hull Identification Number 
 

 

押 印 
（注３） 


