
電子申請
にしてよかった！
外為法関連の輸出入許可承認等の電子申請
NACCS貿易管理サブシステム利用のオススメ

無料 簡単 便利

安保関連
（個別許可）

安保関連
（包括許可）

化学品

バーゼル

銃砲・刀剣
・火薬類

ワシントン

水産物

Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System

PCに詳しい部下が出来て
お願いしたらアッサリ出来た！

水産物輸入会社代表

PCアレルギーだったけど
マニュアル見ながら１人でできた！

申請担当者

～導入キッカケ体験談～
できたよ！電子申請
無理だよ…と諦めてたけど。。。

我々にもメリットが多いので、荷主様の
NACCS導入をお手伝いしたい！

通関業者

通関業者の
代理申請も可能！

それでも自分で
できる自信がない…



無料に電子申請は

申請に関するQ&A

簡単
経済産業省への外為法関連の申請から、税関へ
の申告業務までパソコン画面からの簡単な操作

ライセンス原本は電子でシステム保管され、紛失
リスクがなく、管理が楽

直近の申請書をシステムからダウンロードして
流用できる

電子ライセンスは紛失リスクがありません。
法定保存期間は、システム内で保管されます。

もし、ライセンスをなくしたら
どうしよう。。。

電子申請であれば、窓口時間を気にする必要は
ありません。24時間365日、随時、パソコン操作
で申請が可能です。申請に係る時間も、コストも
削減されます。

申請窓口の時間に、間に合わ
ない！！

荷主（申請を委任する方）と通関業者（申請を代
理する方）ともにNACCS利用申込いただけれ
ば、通関業者等の代理申請も可能です！

パソコン操作は苦手だから、電
子申請を通関業者に代行しても
らえないかな？

前回、電子申請して許可がおりた申請書の直近
版をシステムからダウンロードして流用でき、入
力の手間が省けます。

去年申請した申請書、どこに保
存したかしら？　もう一度、使い
たいのに見つからない。。。

申請に必要な添付書類を別途、郵送又は窓口
に持参することで、窓口で審査官と対面するこ
ともできます。

電子申請しても窓口相談を受け
られますか？
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に

便利

通関に関するQ&A

電子ライセンスでは、裏落としも電子で行
うため、残数もシステムから確認できます。

　 残数管理の計算ミスも大幅に減少。

残数管理の計算が大変、オーバー
したらどうしよう。。。

24時間、365日※申請可能

紙の移動がなくなるため、郵送や持参にかか
る費用と時間を削減

同日複数の場所での通関や、急な通関地の
変更にも、影響を受けない

リアルタイムで通関実績を確認できる

加え こんなメリットが！

システムで変更後の港の通関業者に指定
し直すことで、すぐに通関手続できます。

　 ライセンスを変更後の港まで、届ける
　 必要はありません。

急な港の変更が発生！
ライセンスを届けなきゃ。。。

いつでもシステムで裏書を閲覧できて、
税関許可年月日も、24時間365日※確認
することが可能です。
※ システムメンテナンス時を除きます。　
    詳しくはNACCS掲示板の
　 「オンライン計画停止」で検索。

予定どおり通関できたか、
気になる。。。

電子ライセンスであれば、交付されると
即日、通関申告が可能です。

ライセンスがおりた連絡が夕方だ
し、今日は通関業者には渡せない
な。。。　受け渡しは、明日かな？
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－こんな場合も電子申請が便利！－
電子申請できる手続き

安保関連（個別許可）

化学品 バーゼル銃砲・刀剣・火薬類 ワシントン

【輸出令 別表第一 等】　輸出許可／役務
取引許可／事前同意相談／履行報告

【輸出令　別表第二】　輸出承認（麻薬等原材料、オゾン、バーゼル、ワシントン、有害化学物質、水銀）
／一般・特定包括輸出承認（麻薬等原材料）
【輸入公表】　輸入承認（2の2号承認）／事前確認（ワシントン、オゾン）

安保関連（包括許可）

【輸出令 別表第一 等】　一般包括許可／特別一般
包括許可／特定包括許可

根拠
法令

根拠
法令

根拠
法令

水産物

【輸入公表】　輸入割当／特
殊輸入割当・承認／輸入承認
（IQ→IL、さけ・ます2号承認）
／事前確認（かに、めろ、鯨）

根拠
法令

一般包括は既に電子申請が原
則。特別一般包括、特定包括も
2019年4月から原則電子化。

水産物のIQが紙であっても、
2018年5月から、ILを電子で
申請／交付できるように改善。

ワシントンの「CITES」、バーゼ
ルの「移動書類」は書面での
手続きが残る。

事前確認（オゾン）は、2019年
4月から電子申請が可能に。

個別許可の電子申請に関するQ&A

包括許可・承認の電子申請に関するQ&A

窓口で審査官と相談したい場合、電子申請
と窓口相談の併用も可能です。

個別輸出許可の機微な情報や申請書
の作成の仕方について審査官に対面
で相談したいのですが…

電子交付された条件付き輸出許可の場合、
履行報告や再輸出等の事前相談もパソコン
操作で簡単にできます。

輸出許可の履行報告も電子申請でき
ますか？

原許可が紙の場合、電子ライセンスへの更
新は随時可能です。電子化すれば、有効期
限の3か月前にシステムから更新時期を自
動アラートメールで通知します。

原許可が紙の場合、更新はいつから
可能ですか？

包括輸出許可／承認の分割は不要です。
書面のように分割することなく、複数の通関
地で同時に通関申告できます。

包括輸出許可／承認の分割が、10
通もあって管理が大変です。。。電子
化すれば、楽になりますか？
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NACCS貿易管理サブシステムのイメージ

NACCS
② 

審
査

③ 
許
可
／
承
認
等

⑥ 
通
関
申
告

通関申告電子ライセンス
（EL・IL等）

① 

電
子
申
請

申請書ファイル

⑦ 

突
合
結
果
確
認

⑤ 

裏
書
き

④ 

通
関
業
者
指
定

 ③ 許可/承認等 が下りたら、 ④ 通関業者指定 の操作（交付された電子ライセンスの許可番号ごとに、
取引先の通関業者のＮＡＣＣＳ利用者コードを登録/指定する）を行えば、即、全国どこの税関官署でも
通関申告できます。

水産物の電子申請に関するQ&A

経済産業省
申請窓口

B

指定された
通関業者

C

⑧ 通関の許可

D 税関

突合

通関業者の行った裏書の内容や、通関後
であれば税関許可日がパソコン操作にて
確認できます。

書面では裏書(残数管理)を通関業
者から報告されましたが、電子だと
どうなりますか？

取引先の通関業者等の代理申請も可能で
す。荷主名義でライセンスを取得すること
ができます。

紙申請では、書類の作成を通関業者
に任せていましたが、電子でも通関業
者に代理させることは可能ですか？

電子申請利用開始の
方法についてはP.6へ▶

有効期限の30日前にシステムから更新時
期を自動アラートメールで通知します。

水産物ILの更新時期についても、シ
ステムからの自動アラートの機能は
ありますか？

G
O
A
L

START

申請者A
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経済産業省への申請から、税関への  通関申告まで一気通貫の電子化を実現経済産業省への申請から、税関への  通関申告まで一気通貫の電子化を実現

STA
R
T

利用申込

利用者IDの取得

デジタル証明書
の取得

NACCS
パッケージソフト
のインストール

NACCSセンターの手続

事前手続完了

電子申請開始！

NACCSセンターのHP上で申し込みを行います。

経産省のHPでも、『NACCSセンターへの利用申込ガイダ
ンス』として、WEB上の利用申込手続きについて、1クリック
1画面のキャプチャー付きでご案内しております（PDF）。

NACCS貿易管理サブシステムの利用者IDは、V1で始まる会社に一つの利用者コー
ドと、社内で使い分ける識別番号（3桁の枝番）の8桁で構成されます。

NACCSパッケージソフトをインストールするパソコンの台数を申込時に記載くださ
い。何台でも無料でインストールできます。

利用申込日から起算して、７営業日　後には、システム利用可能に！！

利用者コード　V1XXX （5桁） 識別番号　F0A、F0B、…（3桁）

NACCS　利用申込　入力例 検索

NACCSパッケージソフトのインストールや、デジタル証明
書の取得／再発行は、NACCSセンターHPの「NACCSのご
利用方法」内にあるページをご参照ください。

NACCS　パッケージソフト・デジタル証明書 検索

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html

NACCS　利用申込ガイダンス　マニュアル　経産省 検索

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/01_new/20190214_center_rev.pdf

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/

申請書をシステムか
ら入力(作成)して、必
要書類をPDF添付し
て送信して完了！

電子ライセンスが交付
されると、ライセンス番
号をシステムから自動
メールで通知！

電子申請 許可承認

外為法の輸出入許可承認等 の電子申請利用開始までの流れ
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経済産業省への申請から、税関への  通関申告まで一気通貫の電子化を実現経済産業省への申請から、税関への  通関申告まで一気通貫の電子化を実現

G
O
A
L

経済産業省の手続き

利用申込日から起算して、７営業日　後には、システム利用可能に！！

利用者IDを取得したらすぐに
経済産業省に届出を！

申請者届出

システム登録確認 申請者届出の受理後、１~2日にてシステム登録を完了し、その旨を通知します。

NACCSセンターから通知されたID等の申請者情報について
経済産業省へ届出てください。経済産業省への申請者届出
は、経済産業省HP内の「貿易管理」内のページで、必要書類
をご案内しております。

無料 簡単 便利

経産省　申請者届出手続 検索

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html

荷主が取引先の通関業
者を指定して、通関業
者がNACCSシステム
から通関申告！

電子ライセンス内容
と通関申告内容をシ
ステム上で突合し、通
関の許可！

通関申告 税関許可

外為法の輸出入許可承認等 の電子申請利用開始までの流れ
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近畿経済産業局　

神戸通商事務所　

中国経済産業局　

四国経済産業局　

九州経済産業局　

沖縄経済産業部　

通商部 通商課

総務課

産業部 国際課

産業部 国際課

国際部 国際課

商務通商課

TEL:06-6966-6034

TEL:078-393-2682

TEL:082-224-5659

TEL:087-811-8525

TEL:092-482-5425

TEL:098-866-1731

北海道経済産業局

東北経済産業局　

関東経済産業局　

東京通商事務所　

横浜通商事務所　

中部経済産業局

総務企画部 国際課

総務企画部 国際課

産業部 国際課

業務課・総務課

総務課

地域経済部 国際課

TEL:011-709-1752

TEL:022-221-4907

TEL:048-600-0265

TEL:03-5842-7071

TEL:045-212-1105

TEL:052-951-4091

輸出令別表第一の個別輸出許可／特定包括許可等

輸出令別表第二の輸出承認、武器類輸入承認等

ワシントン条約対象動植物の輸出入の承認等

水産物の輸入割当、さけます輸入承認等

まぐろ輸入事前確認

安全保障貿易審査課

貿易審査課

野生動植物貿易審査室

農水産室

水産庁国際課

TEL: 03-3501-2801

TEL: 03-3501-1659

TEL: 03-3501-1723

TEL: 03-3501-0532

TEL: 03-3502-8204

お問合せ先

一般／特別一般包括輸出許可、水産物の輸入承認などは
地方経済産業局各窓口にて受け付けております。

本省&全国説明会、個別説明・相談会
経済産業省では、本省ならびに地方局にて定期的に説明会を実施し
ています。システム概要、利用申込、操作方法ならびにデモンストレー
ション等、個別にご説明することも可能です。
まずはお気軽に、下記までお問い合わせください。

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。

NACCSヘルプデスク
NACCSインストールにお悩みの方

NACCS 検索

TEL : 0120-794-550　FAX : 0120-794-529 
（TEL、FAX共に24時間 365日対応）

経産省　NACCS 検索MAIL : qqfcbj@meti.go.jp　
TEL : 03-3501-0953 （平日9：30-17:00〈12:00-13:00を除く〉）

電子申請の利用方法や概要に関するお問合せ先
経済産業省 貿易経済協力局 電子化・効率化推進室

経済産業省　貿易経済協力局　電子化・効率化推進室
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/
trade_control/05_naccs/naccs.html経産省　NACCS 検索

TEL: 03-3501-0953 （平日9：30-17:00〈12:00-13:00を除く〉）

MAIL : qqfcbj@meti.go.jp


