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I. 申請者情報の英文表記について

電子ライセンスに、申請者情報が英文表記されます

許可承認証(電子)の交付イメージPDFには、申請者情報の英文が併記されています。
税関申告上は社名が英語表記になり、電子ライセンス上の輸出入者名は日本語表記のため、同一性が判別しにくい場合がある
ため、2018年4月より新機能として「申請者情報の英文表示」が追加されました。

「JTS：電子ライセンス情報照会」よりダウンロードした
許可承認証(電子)の交付イメージPDFの1枚目

英文併記される項目
申請者名称／申請者役職名／申請者氏名／申請者住所

登録された英文情報のリソース
NACCSセンターへの利用申込時に申請者が記載した法人番号
又はJASTPROコードに登録された英文社名情報を、経産省の
登録マスタで流用しています。（法人番号やJASTPROコードを
有しない場合、紐付く情報が無い場合は流用できません。）

登録された英文情報の確認方法
NACCS業務メニュー「JAI：申請者情報照会」から、登録された
会社情報(英文社名情報)を、申請者自らが確認できます。
電子申請を行う前に、必ず、JAI業務にて、現在登録されている
内容をご確認ください。

NACCS業務メニュー「JAI：申請者情報照会」からの確認方法
については、次頁参照。
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申請者情報が英文表示の確認は、業務メニュー「JAI：申請者情報照会」から行います
電子申請を行う前に、必ず現在登録されている申請者情報についてご確認ください。

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

I. 申請者情報の英文表記について

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」

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。

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」画面から確認します
・「利用者コード」のV1で始まる5桁を入力
・送信ボタンを押す

② JAIの画面が切り替わり、利用者IDに紐付いた申請者情報が
表示されます。登録された内容が正しいか、英文表記も含めて
ご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/01_jai.pdf
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NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会の操作手順
１．NACCSパッケージソフトをダウンロードしたPCから、画面上の 「N」 マークのショートカットをダブルクリックして、

初期画面を立ち上げ、外為法関連業務から、「JAI 申請者情報照会」をクリックして画面を呼び出します。

利用者IDとパスワードを入力して、「ログオン」ください。
※ログオンにより、業務メニューからの電子操作が可能になります。

業務メニュー 最下部の＜外為法関連業務＞の
十字をクリックして広げると、業務コードが広がり、
「JAI 申請者情報照会」が選択できます。

NACCSパッケージソフト初期画面

I. 申請者情報の英文表記について



NACCS業務メニュー：JAI 申請者情報照会の操作手順

２．「JAI 申請者情報照会」の画面で、申請者の「NACCS
利用者コード」を入力して、「送信」ボタンを押します。

３．利用者IDに紐付いた申請者情報が表示されます。
登録された内容が正しいか、確認してください。

V1で始まる利用者コード
５桁を入力

送信ボタンを押す

ライセンスに表示される申請者名や住所等の申請者情報が正しく
登録されているか、必ず、電子申請を行う前にご確認ください。

JAI画面に表示された(システムに登録されている)申請者情報に
誤りがある場合、経済産業省 電子化・効率化推進室あてに、
速やかにご連絡ください。

英文欄が空欄の場合もあります。電子ライセンスの申請者情報に
関して英文併記を希望する場合、電子化・効率化推進室あてに
ご相談ください。

I. 申請者情報の英文表記について
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II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ

割当無し2の2号承認では、電子ライセンス交付イメージPDFの英訳も取得できます

2018年4月より、割当無しの輸入承認(2の2号承認)に限って、「JTS：電子ライセンス情報照会」画面から、電子ライセンスの
英文交付イメージをPDF最終頁から取得できます。ライセンスの英訳を外注せずに、ライセンス交付と同時に英文を入手できます。

「JTS：電子ライセンス情報照会」よりダウンロードした
割当無し2の2号承認(電子IL)の交付イメージPDFの最終頁

電子ライセンス交付イメージPDFの英訳を希望する場合には、
申請時の申請書(.jetファイル)の必要項目へ記入ください。

申請様式： 輸入承認申請様式(2の2号承認含む)
様式番号： 700

輸入承認種類区分： 「S6:割当無し2の2号承認」を選択
英文交付イメージの希望の有無： 「1:英文交付イメージを
希望する」を選択

割当無し2の2号承認の申請様式700の選択(申請書ファイルの
選択)や、申請書(.jetファイル) の入力項目、新規申請の操作
方法については、次頁以降を参照ください。
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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

割当無し2の2号承認の電子申請についても、「新規申請」の基本操作と同じです。
※選択する申請書(.jetファイル)について、割当無し2の2号承認用の様式(様式番号：700)を選択ください。

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

※申請書(.jetファイル)の様式と、申請種類番号(3桁)について
次頁で紹介します。その他の操作は、「新規申請」の操作手順を
ご確認ください。

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。

II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/02_jaa.pdf
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割当無し2の2号承認（電子）の申請書作成ソフトで選択する様式
「様式カテゴリ」(上段)：輸入申請様式全般
「申請様式」 (下段)：輸入承認申請様式（2の2号承認含む）← 割当無しの2の2号承認も含みます

上段の様式カテゴリでは、▼のプルダウンを開いて
上から3つ目の「輸入申請様式全般」を選択

II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ
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下段の申請様式では、▼のプルダウンを開いて
「輸入承認申請様式（2の2号承認含む）」を選択して
OKボタンを押します。

割当無し2の2号承認（電子）の申請書作成ソフトで選択する様式
「様式カテゴリ」(上段)：輸入申請様式全般
「申請様式」 (下段)：輸入承認申請様式（2の2号承認含む）← 割当無しの2の2号承認も含みます

II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ
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割当無し2の2号承認（電子）の申請書作成ソフトで選択する様式
割当無し2の2号輸入承認の申請書(.jetファイル)が表示されます。
「様式番号」（JAAで入力する申請種類番号）は「700」です。

II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ
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II. 割当無し２の２号承認の電子ライセンスの英文交付イメージ

英文ライセンス交付イメージを希望する場合、申請書(.jetファイル)の入力ポイント

英文交付イメージの希望の有無：▼ボタンをダブルクリックして、「1：英文交付イメージを希望する」を選択

輸入承認種類区分：▼ボタンをダブルクリックして、「S6：割当無し2の2号承認」を選択
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III. 電子ライセンス原本の大臣印省略について

（経済産業省）（輸出入者）

NACCSシステムで作成した申請書(.jetファイル)と添付書類を電子申請

「ライセンス交付済(電子)」というシステムからの自動通知メールを送付

NACCSシステムを利用した電子申請

NACCSシステムからの電子ライセンス交付

電子申請を行い、交付された電子ライセンスは、書面ライセンスと同等の効力です。

電子ライセンス番号が通知されます

「JTS：電子ライセンス情報照会」画面から電子ライセンス交付イメージPDFを
取得できます（JTSの操作方法は次頁参照）。

システム自動メールで通知された「電子ライセンス番号」は、交付イメージPDFに
印字された「許可承認番号」と一致します。
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電子ライセンス交付イメージPDFは、「JTS：電子ライセンス情報照会」にて確認ください
割当無し2の2号承認の英文ライセンス交付イメージは最終頁にあります。

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」

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。

III. 電子ライセンス原本の大臣印省略について

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

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

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


III. 電子ライセンス原本の大臣印省略について

輸入承認証
申請者名等

I. 輸入の承認明細
II. 輸入割当て
III.輸入の承認

承認番号
有効期限

経済産業大臣の記名押印

Certificate of Import Approval

Applicant

I. Import Approval
II. Specification of Import Approval
III. Import Quota

Import Approval Certificate 
Number
Expiration of the valid period

Minister of Economy, 
Trade and Industry

印

書面ライセンス（原本）
※窓口で、書面交付され、大臣印が
押印されています。原本は、申請者
自身が保存・管理ください。

電子ライセンス（原本）
※システム自動メールにて、許可承認証の番号が
申請者に通知されます。原本は、法定保存期間、
システム内に保存されます。

電子申請を行い、交付された電子ライセンスは、書面ライセンスと同等の効力です。

※電子ライセンス交付イメージは、システムからPDFで入手できます。
交付イメージには、大臣印の押印はありませんが、システム自動メールで
通知された電子ライセンス番号との照合が可能です。割当無し2の2号承認の銃器等の輸入に関するご相談

輸入先企業から日本政府のお墨付きとして、輸入承認証
に大臣印が付されたものを要求されます。しかし、電子ライ
センスでは大臣印が割愛され、お墨付きの印がないため、
輸入相手先との不都合が生じます。電子化できません。

電子ライセンスに大臣印はありませんが、正式に日本政府が交付
する原本であり、書面で交付される輸入承認書と同等の効力を
有しています。なお、書面ライセンスを希望する場合であっても、
電子申請は可能です。

輸入先企業から、輸入承認証の英語仮訳の添付を求め
られます。従来、英訳を外注していました。紙の許可証でも
英文交付イメージを発行してもらえますか？

「JTS：電子ライセンス情報照会」業務により、交付イメージPDF
の最終頁に訳を入手できます。これは、電子ライセンスに付随した
サービスであり、書面で交付された許可証への添付はできません。 15
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