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I. 経済産業省への電子申請ができる外為法関連手続き

区分 申請手続き 申請窓口 NACCS
業務コード

申請種類番号
新規申請 訂正申請

輸出許可 輸出許可 安全保障貿易審査課
地方経済産業局

JAA
新規申請／
電子ライセンス
の訂正申請

JAB
補正申請

100 109

一般包括輸出許可 地方経済産業局 110 ー
特別一般包括輸出許可 地方経済産業局 110 ー
特定包括輸出許可 安全保障貿易審査課 130 ー
特別返品等包括輸出許可 安全保障貿易審査課 電子申請の対象外手続き

特定子会社包括輸出許可 安全保障貿易審査課 電子申請の対象外手続き

役務取引許可 役務取引許可 安全保障貿易審査課
地方経済産業局 JAA

新規申請／
電子ライセンス
の訂正申請

JAB
補正申請

150 159

一般包括役務取引許可 地方経済産業局 160 ー
特別一般包括役務取引許可 地方経済産業局 160 ー

特定包括役務取引許可 安全保障貿易審査課 130 ー
その他 事前同意相談

（再輸出、再販売等）
安全保障貿易審査課 C20 ー

履行報告
（輸出許可条件の履行）

安全保障貿易審査課
地方経済産業局

JAH
履行報告

原許可が電子の
場合のみ
電子申請が可能 3

輸出貿易管理令 別表第一
（2019年4月より、包括取扱要領の改正にともない包括輸出許可は電子申請が義務化。）



区分 申請手続き 申請窓口 NACCS
業務コード

申請種類番号 備考
新規申請 訂正申請

輸出
承認

ダイヤモンド原石 貿易審査課 JAA／JAB 200 209 「キンバリープロセス証明書」が紙

核燃料物質 貿易審査課 電子申請の対象外手続き

放射性同位元素 貿易審査課

JAA
新規申請／
電子ライセンス
の訂正申請

JAB
補正申請

200 209 原子力規制庁の 「放射線同位元素の
輸出確認証」が紙

麻薬等原材料 貿易審査課 210 219
一般／特定包括
輸出承認（麻薬等） 貿易審査課 410 ー

漁船 貿易審査課 200 209 水産庁の「漁船輸出事前確認証」が紙

うなぎの稚魚 農水産室 200 209
オゾン（モントリオール議定書） 貿易審査課 230 239
バーゼル条約／
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

貿易審査課 240 249 「通告書」及び「移動書類」が紙交付／
環境省の「廃棄物輸出確認証」が紙

ワシントン条約 ワシントン室
地方経済産業局 250 259 日本国「CITES輸出許可書」が紙交付

有害化学物質／水銀 貿易審査課 270 279
かすみ網 地方経済産業局 200 209
皮革の委託加工貿易
（個別承認）

ワシントン室
地方経済産業局 電子申請の対象外手続き

皮革の委託加工貿易
（包括承認） 地方経済産業局 電子申請の対象外手続き 4

輸出貿易管理令 別表第二 （一部の手続きでは、紙交付が残ります。 備考欄を参照。）

I. 経済産業省への電子申請ができる外為法関連手続き



区分 申請手続き 申請窓口
NACCS
業務コー
ド

申請種類番号
備考

新規申請 訂正申請

輸入割当
／承認

水産物 農水産室

JAA
新規申請／
電子ライセン
スの訂正申請

JAB
補正申請

500 509 割当て方式「商割Ａ２」と「先着順」は
電子申請の対象外手続き

輸入承認（IQ→IL) 地方経済産業局 700 709
割当同時
承認 HCFC／HFC 貿易審査課 600 609 割当可能数量の内示は

製造産業局オゾン室

2号
輸入承認 さけ・ます 農水産室 800 809

２の２号
輸入承認

武器類 貿易審査課 700 709 申請に先立ち、申請が必要かどうか電話
/Web照会フォームによる照会

火薬類 貿易審査課 700 709
バーゼル条約 貿易審査課 700 709
廃掃法 貿易審査課 700 709 環境省の「廃棄物輸出確認証」が紙

原子力関連 貿易審査課 700 709
ワシントン条約 ワシントン室 700 709

事前確認

めろ 農水産室 B10 B19
ワシントン条約 ワシントン室 B20 B29
かに 農水産室 B30 B39

まぐろ 水産庁
貿易管理部国際課 B40 B49

オゾン 製造産業局オゾン室 B50 B59 5

輸入公表 （一部の手続きでは、電子申請対象外や、紙交付が残ります。 備考欄を参照。）

I. 経済産業省への電子申請ができる外為法関連手続き
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申請者情報照会の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

システム登録完了通知が届いたら、先ず「JAI 申請者情報照会」を
行ってください。

⓪ NACCSパッケージソフトを立ち上げる

① 業務メニュー「JAI 申請者情報照会」画面にて
・「NACCS利用者コード」に、V1で始まる5桁を入力
・「送信」ボタンを押す

② 切り替わった画面に表示された申請者情報を確認する

なお、JAI画面に表示された（システム登録された）申請者情報に
誤りがある場合、経済産業省 電子化・効率化推進室へ速やかに
ご連絡ください。

申請者情報照会の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

II. システムへの申請者登録情報の確認 【JAI：申請者情報照会】

別添マニュアル
【1】申請者登録状況の確認
（JAI 申請者情報照会）

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/01
_jai.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/01_jai.pdf
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III. 新規申請の手順 【申請書作成】／ 新規申請【JAA】／ 進捗状況照会【JAP】

別添マニュアル
【2】電子ライセンスの新規申請を行う
（JAA 新規電子ラインスの申請）

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/02
_jaa.pdf

新規申請の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ NACCSパッケージソフトを立ち上げる

① 「貿易管理サブシステム(外為法関連業務)」から申請書を作成
・タグを押して申請書作成ソフトを立ち上げ、申請様式を選択
・選択された様式の申請書ファイルにて、各項目を入力
・「内容検証」ボタンを押して、検証結果を確認
・ファイルを「別名で保存」して、任意のフォルダに保存
・申請に必要な添付書類も、同じフォルダに保存

② 業務メニュー「JAA 新規申請」から申請書類一式を送信
・保存した申請書ファイルと添付書類を、申請画面に添付
・選択様式にあった申請種類番号(3桁)を入力
・送信ボタンを押す

新規申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/02_jaa.pdf
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別添マニュアル
【9】申請中の進捗状況を確認する
（JAP 進捗状況照会)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/09
_jap.pdf

進捗状況の確認の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 電子申請を行うと、整理番号が払い出されます。

① 申請が「受理待ち」のステイタスになったか、業務メニュー「JAP 
進捗状況照会」から、確認ください。
・確認したい案件の「整理番号」を画面に入力
・送信ボタンを押して、当該案件のステイタスを確認
※「受付無効」と表示された場合は、電子申請できていません！

② 業務メニュー「JAP 進捗状況照会」からは、過去に行った電子
申請の案件の一覧も確認できます。
・確認したい期間の「申請年月日」を画面に入力
・送信ボタンを押して、当該期間に申請した案件の一覧を確認

III. 新規申請の手順 【申請書作成】／ 新規申請【JAA】／ 進捗状況照会【JAP】

進捗状況照会の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/09_jap.pdf
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IV. 補正申請【JAB】 ／ 添付書類等追加申請【JAF】 ／ 取下申請【JAC】

別添マニュアル
【3】補正申請
（JAG 申請済み申請書取得／JAB 補正申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/03
_jab.pdf

補正申請の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、申請時に送信
した申請書ファイルを呼び出します。
・補正依頼の指示を受けた申請書の「整理番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押すと、「添付ファイル」欄に申請書が貼り付く

② 取得した申請書を開いて、審査官から指摘(補正依頼)を受け
た入力項目を修正します。
・「添付ファイル」欄に貼り付いた申請書をダブルクリック
・「補正」タグで開いて、中味を修正する
・「内容検証」ボタンを押して、検証結果を確認する
・申請書ファイルを「別名で保存」して、フォルダに入れる

③ 業務メニュー「JAB 補正申請」より申請書ファイルを送信します。
・補正してフォルダに保存した申請書ファイルを、画面に添付
・申請種類番号と補正元整理番号を入力して、「送信」ボタン

補正申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/03_jab.pdf
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「 J A P  進捗状況照会」画面にて、「補正無効」が表示された場合の確認ポイント

「 J A P  進捗状況照会」画面に表示された 「補正無効理由」のポイントは６つです。

（注意）「補正無効理由」を確認しても、対処法が分からない場合は、①申請書ファイル(.jet)本体と、②JAP進捗照会状況で
表示された補正無効理由、これら2つを、経済産業省 電子化・効率化推進室 qqfcbj@meti.go.jp あてに送信ください。

1. 「JAG 申請済み申請書取得」でダウンロードしたファイルを、「補正」ボタンで開いてください。

2. 申請書ファイルの「内容検証」ボタンを押して、入力エラーが無いか確認ください。

3. 「JAB 補正申請」で送信していますか？ 「JAA 新規申請」ではありません。

4. 「JAB 補正申請」で入力する3桁の申請種類番号は、新規申請時と同じ3桁です。

5. 申請書ではなく、添付書類のみ追加する場合は、「JAF 添付書類等追加」から送信します。

6. 補正できない項目の場合は、「JAC 取下申請」してから、再申請ください。

IV. 補正申請【JAB】 ／ 添付書類等追加申請【JAF】 ／ 取下申請【JAC】

mailto:qqfcbj@meti.go.jp


11

別添マニュアル
【8】申請中の案件に添付書類を追加する
（JAF 添付書類等追加申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/08
_jaf.pdf

添付書類の追加の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 業務メニュー「JAF 添付書類等追加申請」を立ち上げます。

① 業務メニュー「JAF 添付書類等追加申請」の画面に、追加で
送付したい添付書類等を貼り付けます。
・「添付ファイルの追加」ボタンを押して、保存先の任意フォルダを
選択
・任意フォルダから、申請書に追加で添付したいファイルを「開く」
・「添付ファイル」欄に、ファイルが貼り付いたことを確認

② 業務メニュー「JAF 添付書類等追加申請」より、添付書類等を
送信します。
・添付書類等を追加したい案件の「添付元整理番号」を入力
・「送信」ボタンを押す

IV. 補正申請【JAB】 ／ 添付書類等追加申請【JAF】 ／ 取下申請【JAC】

添付書類等追加申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/08_jaf.pdf
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別添マニュアル
【7】電子申請中の案件を取り下げる
（JAC 取下申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/07
_jac.pdf

申請中の取下の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 業務メニュー「JAC 取下申請」を立ち上げます。

① 「JAC 取下申請」の画面に、必要事項を入力します。（水色
マーカーの項目は必須入力項目です）

② 「送信」ボタンを押して、審査中の案件を取り下げます。

なお、取下申請は、申請中の案件を取り下げるための操作です。
交付済み電子ライセンスに対する取下申請はできません。

該当品の出荷の取りやめ等の事情で、電子ライセンスを返納したい
場合は、許可証の交付窓口あてにご相談ください。

IV. 補正申請【JAB】 ／ 添付書類等追加申請【JAF】 ／ 取下申請【JAC】

取下申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/07_jac.pdf
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V. 電子ライセンス交付イメージの確認 【JTS：電子ライセンス情報照会】

別添マニュアル
【12】電子ライセンスの交付イメージを確認する
（JTS 電子ライセンス情報照会)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/12
_jts.pdf

交付イメージの確認の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 電子ライセンスが交付されると、自動メールで通知されます。

① 業務メニュー「JTS 電子ライセンス情報照会」から、交付された
ライセンスのイメージを、確認します。
・交付された「電子ライセンス番号」を画面に入力して送信ボタン
・「添付ファイル」欄に貼り付いたPDFをダブルクリックで開く
※交付イメージに誤記があれば、使用する前にご連絡ください。

② JTSでは、通関業者が行った裏書の内容や、通関後であれば
税関許可日が確認できます。
・確認したい「電子ライセンス番号」を画面に入力して送信ボタン
・「添付ファイル」欄に貼り付いたPDFをダブルクリックで開く

交付イメージ確認の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/12_jts.pdf
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VI. 電子ライセンスの通関業者へ受渡し【JCA】 ／ 通関業者からの回収【JCC】

別添マニュアル
【10】電子ライセンスを通関業者に受け渡す
（JCA 通関業者指定)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/10
_jca.pdf

通関業者の指定の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 電子ライセンスが交付されると、自動メールで通知されます。
JTS業務で、ライセンス内容に問題ないことを先ず確認ください。

① 業務メニュー「JCA 通関業者指定」から、取引先の通関業者へ
電子ライセンスのアクセス権限を付与します。
・交付された「電子ライセンス番号」を画面に入力
・通関業者の「利用者コード」（予め聴取したもの）を入力
・「送信」ボタンを押す

② 「JCA 通関業者指定」の後、申告業務を依頼したい通関業者
あてに、電子ライセンス番号を通知ください。
※JCAで指定したら、自動的に通関業者あてにライセンス番号が
通知されるわけではありません！

通関業者の指定の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/10_jca.pdf
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別添マニュアル
【11】通関業者から電子ライセンスを回収する
（JCC 指定済み通関業者解除)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/11
_jcc.pdf

通関業者の解除の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ 税関申告の業務完了を、通関業者から報告されます。

① 業務メニュー「JCC 指定済み通関業者解除」により、電子ライセ
ンスのアクセス権限を与えた通関業者から、権限を回収します。
・交付された「電子ライセンス番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押す

② 画面が切り替わり、指定済み通関業者の一覧が表示されます。
・アクセス権限を回収したい通関業者の「解除」欄にチェック
・「送信」ボタンを押す

※包括許可証の管理体制として、JCA通関業者指定を行ったままの状態は、
許可証を通関業者に預けっ放し状態です。出荷の都度、JCAで通関業者に
アクセス権限を付与し、JCCで回収する操作が適切なライセンス管理です。

VI. 電子ライセンスの通関業者へ受渡し【JCA】 ／ 通関業者からの回収【JCC】

通関業者の解除の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/11_jcc.pdf
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VII.過去に作成した申請書を流用する手順 【JAG：申請済み申請書の取得】

別添マニュアル
【6】過去に作成した申請書を流用する申請
（JAG 申請済み申請書取得／JAA 新規申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/06
_jaa_ryuyo.pdf

申請書の流用の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、過去に作成・
申請した流用する申請書ファイルを呼び出します。
・取得したい申請書の「許可承認証等番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押す
・「添付ファイル」欄に、申請書(.jetファイル)が貼り付く

② 取得した過去の申請書の入力項目を流用して、申請書を作成
します。
・「添付ファイル」欄に貼り付いた申請書をダブルクリック
・「流用」タグで開いて、中味を修正する
・内容検証後に、申請書ファイルを別名で保存する

③ 新規申請と同様の手順で、業務メニュー「JAA 新規申請」より
申請書ファイルを送信ください。

申請書の流用の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/06_jaa_ryuyo.pdf
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VIII.原許可証の訂正申請（期限延長、内容訂正等）

別添マニュアル
【4】電子ライセンスの訂正申請
（JAG 申請済み申請書取得／JAA 訂正申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/04
_jaa_teisei.pdf

原許可の訂正の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、訂正したい
原許可証の申請書(.jetファイル)を呼び出します。
・原許可証の「許可承認証等番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押すと、「添付ファイル」欄に申請書が貼り付く

② 取得した申請書を開き、訂正したい入力項目を記入します。
・「添付ファイル」欄に貼り付いた申請書をダブルクリック
・「訂正」又は「更新・変更」タグで開いて、中味を修正する
・内容検証後に、申請書ファイルを別名で保存する

③ 業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」から、
申請書ファイルを送信します。
・訂正した申請書ファイルを画面に添付
・申請種類番号を入力して、「送信」ボタン

訂正申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/04_jaa_teisei.pdf
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「 J A P  進捗状況照会」画面にて、「受付無効」が表示された場合の確認ポイント

「 J A P  進捗状況照会」画面に表示された 「受付無効理由」のポイントは６つです。

（注意）「受付無効理由」を確認しても、対処法が分からない場合は、①申請書ファイル(.jet)本体と、②JAP進捗照会状況で
表示された受付無効理由、これら2つを、経済産業省 電子化・効率化推進室 qqfcbj@meti.go.jp あてに送信ください。

1. 「JAG 申請済み申請書取得」でダウンロードしたファイルを、「訂正」ボタンで開いてください。

2. 申請書ファイルの「内容検証」ボタンを押して、入力エラーが無いか確認ください。

3. 「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」で送信してください。「JAB 補正」ではありません。

4. JAA画面で入力する3桁の申請種類番号は、訂正の場合、末尾の3桁目は数字の9です。

5. 訂正元の原許可証で分割交付を希望した場合、分割交付分をすべて受け取っていないと、
訂正申請できません。

6. 訂正元の原許可証が、税関で仕掛かり中（裏書登録業務に使用中）でないことを確認して
ください。

VIII.原許可証の訂正申請（期限延長、内容訂正等）

mailto:qqfcbj@meti.go.jp
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説明会資料
包括輸出許可の電子申請について

https://www.meti.go.jp/policy/
external_economy/trade_contr
ol/05_naccs/06_toppics/07_ho
ukatsu.pdf

書面から電子への更新の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

⓪ NACCSパッケージソフトを立ち上げる

① 「貿易管理サブシステム(外為法関連業務)」から申請書を作成
・タグを押して申請書作成ソフトを立ち上げ、申請様式を選択
・選択様式による申請書ファイルの各項目を入力、「内容検証」
・ファイルを保存して、申請に必要な添付書類をフォルダに保存

② 業務メニュー「JAA 新規申請」から申請書類一式を送信
・保存した申請書ファイルと添付書類を画面に添付
・選択様式による申請種類番号(3桁)を入力
・送信ボタンを押す

原許可証（書面）の電子への更新申請は、申請様式を包括系に
選択することにより、他の操作方法は、「新規申請」と同様です。
「新規・更新の別」欄では、「31：（原許可は書面）更新申請」を
選択ください。

IX. 包括許可証の更新申請（書面から電子への更新／電子から電子への更新）

包括輸出許可の電子申請については、
操作手順も含めて、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/06_toppics/07_houkatsu.pdf
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別添マニュアル
【5】電子ライセンス(包括)の更新申請
（JAG 申請済み申請書取得／JAA 訂正申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/05
_jaa_koushin.pdf

電子から電子への更新の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、更新したい
原許可証の申請書(.jetファイル)を呼び出します。
・原許可証の「許可承認証等番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押すと、「添付ファイル」欄に申請書が貼り付く

② 取得した申請書を開き、更新したい入力項目を記入します。
・「添付ファイル」欄に貼り付いた申請書をダブルクリック
・「更新・変更」タグで開いて、中味を修正する
・内容検証後に、申請書ファイルを別名で保存する

③ 業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」から、
申請書ファイルを送信します。
・更新した申請書ファイルを画面に添付
・申請種類番号を入力して、「送信」ボタン

IX. 包括許可証の更新申請（書面から電子への更新／電子から電子への更新）

包括(電子)の更新の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/05_jaa_koushin.pdf


X. 問合せ先 （NACCSヘルプデスク ／ 申請窓口 ／ 電子化・効率化推進室）

NACCSセンター トップページ → 「NACCS操作方法 お問い合わせ」 をクリック！

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html
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 NACCSパッケージソフトのインストール
 デジタル証明書の更新／再発行
 ログインやバージョンアップに関するエラー

NACCSパッケージソフトに関するご相談は、
ヘルプデスクあてにお問い合わせください。

NACCSヘルプデスク
24時間 365日対応

TEL: 0120-794-550
FAX: 0120-794-529

お問合せWebフォーム：
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/
inquiry/nwewebqa

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/inquiry/nwewebqa
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外為法関連の輸出(入)許可・承認等の申請に必要な書類、審査内容に関するご相談は、
書面申請と同様に、ライセンス交付窓口あてにお問い合わせください。

輸出貿易管理令別表第一の
個別輸出許可
特定包括許可等（※１）

安全保障貿易審査課 TEL: 03-3501-2801

輸出貿易管理令別表第二の
輸出承認
武器類輸入承認等

貿易審査課 TEL: 03-3501-1659

ワシントン条約対象動植物の
輸出入の承認等

野生動植物貿易審査課 TEL: 03-3501-1723

水産物の輸入割当（※２）
さけ・ます輸入承認等

農水産室 TEL: 03-3501-0532

まぐろ輸入事前確認 水産庁
貿易管理部国際課

TEL: 03-3502-8204

（※１）安全保障貿易管理については、下記URL末尾の連絡先もあわせてご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/

なお、一般／特別一般包括輸出許可は、地方経済産業局各窓口にて受け付けております。

（※２）水産物の輸入承認は、地方経済産業局各窓口にて受け付けております。

X. 問合せ先 （NACCSヘルプデスク ／ 申請窓口 ／ 電子化・効率化推進室）

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
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一般／特別一般包括輸出許可、水産物の輸入承認等は、
地方経済産業局各窓口にて受け付けております。

北海道経済産業局 総務企画部 国際課 TEL: 011-709-1752

東北経済産業局 総務企画部 国際課 TEL: 022-221-4907

東京通商事務所 業務課 ／ 総務課 TEL: 03-5842-7071

横浜通商事務所 総務課 TEL: 045-212-1105

中部経済産業局 地域経済部 国際課 TEL: 052-951-4091

近畿経済産業局 通商部 通商課 TEL: 06-6966-6034

神戸通商事務所 総務課 TEL: 078-393-2682

中国経済産業局 産業部 国際課 TEL: 082-224-5659

四国経済産業局 産業部 産業振興課 TEL: 087-811-8525

九州経済産業局 国際部 国際課 TEL: 092-482-5425

沖縄経済産業部 商務通商課 TEL: 098-866-1731

（※）関東経済産業局 産業部国際課での窓口業務は、2020年3月31日をもって終了しました。
2020年4月１日以降、関東経済産業局管内で輸出入 の許可・承認等の申請を行われる方は、電子申請をご利用
いただくか、東京通商事務所、横浜通商事務所等をご利用ください。

X. 問合せ先 （NACCSヘルプデスク ／ 申請窓口 ／ 電子化・効率化推進室）



経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy
/trade_control/05_naccs/naccs.html
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 電子申請の利用開始について
（申請者届出書のドラフトチェック等）

 NACCS外為法関連業務の概要

 電子申請の操作方法
（受付無効／補正無効のエラー等）

 電子ライセンスの裏書事後訂正

 個別企業説明のご要望

経済産業省
貿易経済産業局 電子化・効率化推進室

平日9:00～17:00
(12:00～13:00を除く）

TEL: 03-3501-0953
qqfcbj@meti.go.jp

お問合せWebフォーム： https://mm-enquete-
cnt.meti.go.jp/form/pub/boekikanri/questionnaire

X. 問合せ先 （NACCSヘルプデスク ／ 申請窓口 ／ 電子化・効率化推進室）

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/boekikanri/questionnaire
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