【更新】2022年10月24日
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荷主各位
マースクAS
カスタマーエクスペリエンス

【ガボン向け輸出】 BIETC番号及びBIETCドラフトコピーご提出のお願いについて

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、従来より、ガボン向け貨物につきましては、ガボン税関当局が船積みから荷降ろしまでのすべての貨物を監督し
管理するために、お客様によるBordereau d’Identification Électronique de Traçabilité des Cargaisons (以下BIETC)
の取得及びシッピングインストラクション (以下=SI) への記載が義務づけられておりましたが、この度、規制強化のため
BIETC番号のご提出期限及び方法が変更になりましたので下記のとおりご案内申し上げます。
急な変更につき、お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、期限までにご提出が確認できない場合、お船積みをお断
りさせていただきますので、何卒ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
本件につきましてご不明な点がございましたら、輸出カスタマーエクスペリエンスまでお問い合わせください。

敬具

記
【適用開始日】

2022年06月13日 以降に日本を出港するブッキングより適用

【対象貨物】

全てのガボン向け輸出貨物に適用

【ご提出期限及び方法】
期日までに BIETCドラフト番号及び BIETC ドラフトコピーもしくはVisa Prior Agreementをご提出ください。

1. ガボン向けSIカットの設定
ガボン向け貨物について、SI カットをCY カット2営業日前16:30 と設定いたします。
SIカット (CYカット2営業日前16:30) までにBIETCドラフト番号を明記のうえ、SIをご提出ください。
• ACL (SeaNACCS) / INTTRA 経由の場合 Cargo Description 欄にご記載をお願いします。
• e コマースサイト Maersk.com Self Service Portal の場合
Shipment reference ドロップダウンリストから選択後、ご記入お願いします。

2. BIETCドラフトコピーまたはVisa Prior Agreement
SIカット (CYカット2営業日前16:30) までにBIETCドラフトコピーもしくはVisa Prior Agreementをメールに添付のうえ、
BIETC管理チーム(BIETCFORGABON@maersk.com) へご送付ください。
BIETC管理チームではBIETCドラフトもしくはVisa Prior Agreementに記載されている内容とSI情報に齟齬がないかを確
認し、相違がある場合はブッキングご依頼者様へメールにてお問合せさせていただきます。
尚メールの件名には9桁のBooking no（半角英数字）を記載の上、ご送付ください。
例 : Booking no. 123456789 の場合、 メールの件名は 「123456789 」にてお願いいたします。

Classification: Public

【ご提出の際の注意事項】
•

SI に必須項目がない場合は B/L 作成を中断の上、期限までにご提出の確認が取れない場合は船積みをお断り
させていただきます。

•

BIETC は BL 単位で都度ご取得いただく必要がございます。

•

BIETCは日本出港後15日以内にご取得を完了することが規定されています。
必ず期限内でのお手続きをお願します。

•

BIETCドラフト番号及びBIETCドラフトもしくはVisa Prior Agreementのご提出後にガボン税関システムとの間に
不整合が確認された場合にはお船積みの停止・積み戻し、またはペナルティの対象となる可能性がございます。
ペナルティに関しては、Cargo ValueまたはOcean Base Freightの最大150% が課せられます。ペナルティ金額
の50%はガボン税関から荷受人様へ直接請求となり、残り50%は弊社より荷送人様へ請求させていただきま
す。

•

弊社ではBIETCのご提出不備に伴うお船積みの停止や積み戻し等に発生するすべての費用を荷送人様へ請求
させていただきます。

•

BIETC 番号ご連絡後に日本出港本船が変更になった場合は速やかにガボン税関へ BIETC 情報の変更をご手
配ください。

以上
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04/Oct/2022
BIETC Validated draft copy or Visa Prior Agreement required at origin load port
Dear Valued Customer,
Please note, all imports into Gabon are subject to produce BIETC validated draft copy or Visa Prior Agreement for
containers to be loaded from origin load port. BIETC (Bordereau d’Identification Électronique de Traçabilité des
Cargaisons) is used by the Gabon customs authorities to supervise all cargos from loading to discharge & to
effectively control and manage import/export traffic of the country.
For each Gabon Import shipment BIETC must be applied in advance & validated draft copy to be shared before
containers are loaded from origin country. BIETC validated draft copy or Visa Prior Agreement to be submitted to
following email id. “bietcforgabon@maersk.com” before container/s are planned to be loaded from origin load port.
Every shipment to GABON destination must have a BIETC validated draft or Visa Prior Agreement (document) before
cargo loads onto the vessel from origin port and the BIETC draft will be validated by Gabon import team to ensure
no container is loaded without BIETC draft. The BIETC draft copy will be approved/rejected by Gabonese customs as
per the below time schedule details in order to get the final BIETC document.
• ETD + 5 days loading from Africa
• ETD + 10 days loading from Europe
• ETD + 15 days loading from Asia, America, Middle East and Oceania
If BIETC draft is missing or not received by load port by vessel ETA the shipment will be rolled to next vessel as per
space availability & may also lead to booking cancellation, if booking is cancelled the customer will need to return
back the containers & if booking is rolled the customer will be accountable for respective charges.
The fine can be up to 150% of the BAS Freight declared by shipper on commercial invoice or Cargo Value (at authority
discretion). Meaning up to 50% directly charge to consignee to get BIETC establish at destination and 100% charge
to MAERSK as origin load cargo despite country restriction the container was loaded without a BIETC draft. The
regulation is applicable for all the cargo moving from any part of the world to final delivery location Gabon
To know more about BIETC regulation & how to apply & documents required, please visit the below links:
• http://www.observatoire.cgcgabon.ga/230-procedures/262-procedure-de-delivrance-du-document-de•

suivi-des-cargaisons-selon-le-mode/
http://bietc.cgcworld.com/demandeacces.asp

For futher details you may also reach out to below contacts for filling BIETC for Gabon
Email id :- service.tmdtac.cgc@gmail.com,
Mobile:- Blaise PEFOUKA : +24166555681 (Email ids : smuely@cgcgabon.com) &
Kevin Oyabi Gnala: +24166631789 (service.tm.dtac.cgc@gmail.com)
Best regards, Maersk
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