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貨物の引取り混載貨物の仕分け 輸入通関保税蔵置場へ運送
（保税運送）

輸入上屋・CYへ搬入航空機・船舶の入港及び取卸し

貨物の出荷

通関予定の保税蔵
置場等へ運送 輸出通関

搭載上屋・CYに搬入
※コンテナヤード 航空機・船舶への積載等及び出港

積載等予定先の保
税蔵置場、CY等へ
運送（保税運送）

行政機関

銀行
インボイス情報
S／I情報 等

貨物情報登録
搬入 バンニング等

輸出申告
許可情報等の配信

搬入 搭載手続
出港手続 等

入出港届
輸出入申告
各種法令手続

関税等の領収

入港手続 貨物情報登録
インボイス情報 等

搬入 デバンニング
混載仕分 等 保税運送申告 搬入 混載仕分

輸入申告
許可情報等の配信

NACCS

輸 入

損保

各種情報を共有化 包括保険手続

輸 出
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貨物の流れとNACCSシステムの概要



お客様の固定コードとしてご契約の事業所毎に、5桁を付与し、業種と紐づけます。業種
「保税・CY・航空会社」の保税蔵置場の利用者コードは、税関付与の保税地域コードと1対
で管理します。処理方式（net・インタラクティブ・自社システム）に沿った識別番号3桁を併
せて付与します。

業務によって入力者が異なります。
業務の入力者を理解することも、関係者間の連携では重要です。

NACCSのコードについて

NACCSで行う手続きには、英字３桁（または、 英3文字・数字2桁を組み合わせた5桁）の
コードが固定されています。

CY（コンテナヤード）

IDC

輸入申告

保税蔵置場 通関業者

PKI
船卸確認登録

（一括）

BIA
搬入確認登録
（保税運送貨物）

業務コード

業務名称

OLC
保税運送

通関業者他

OLC11

保税運送呼出し

呼出し業務から登録済みデータ
を画面へ反映する機能があり、
入力項目の削減、ミスタイプの
防止に繋がります。

☆ 業務コード

☆ 利用者コード

（業務コードの例示）
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利用者コード（5桁）と識別番号（3桁）を合わせた8桁のコードです。当該コード単位にパ
スワードが付与され、NACCSログオン時に使用します。

☆ 利用者ID



②ログオン

「利用者ID」と「パスワード」を
入力し「ログオン」をクリック
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NACCSパッケージソフトの起動・ログオン

①起動
パッケージソフトのショートカットアイコン
をダブルクリック
（ソフトをインストールした際にデスクトップ上
にアイコンが自動作成されます。）

ログオンすると、「LOGON」の文字と
ログオンした「利用者ＩＤ」を表示

利用者IDとは
船舶代理店、通関、保税蔵置場等の業種毎にNACCS
センターが付与した8桁のコードです。
業種や保税蔵置場毎に利用者IDが異なります。複数の
利用者IDを利用される場合、ログオンIDを誤っていない
かご確認下さい。

送受信電文一覧
（電文を特定する番号や送受信
時刻などを表示）

「受信」：受信電文
「送信対象」：データ登録
「送信済み」：送信済電文
「ごみ箱」：
の各フォルダ
（一般的な電子メールのソフトと同様）

管轄

利用者識別

新

古

保税倉庫A
3ANAC(B0A)

保税倉庫B
3BNAC(B0A)

通関業③③
3CNAC(A0A)

船舶代理店
3DNAC(D0A)

利用者コード

企業

３A NAC B0A
接続方式等

▼をクリックすると、今までログオンに成功
した利用者ID一覧を表示します

不要なものがあれば、利用者IDを選択後
右クリックで履歴の削除ができます

3DNACD0A

3BNACB0A
3CNACA0A

LOGON 3ANACB0A
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業務画面の展開

Ａ
Ｂ

Ｃ

「業務コード入力」は、
・ファンクションキー「F2」で
どの入力画面からでも展開することができます

業務履歴は30件
保存されます

業務コードと業務名が
表示されます

業務画面の展開方法には・・・

「業務コード入力」欄に業務コードを入力

業務履歴から選択

「業務メニュー」ツリーで業務コードを選択

Ａ

Ｂ

Ｃ

6ANAC10B

※オプション設定でユーザーキーを変更していない場合に限る

最後に実施した業務コードを反映。
異なる業務コードを選択するには、そ
のまま上書き入力し、OKをクリック。



業務画面（例：BIA業務 保税運送貨物の搬入 ）
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背景色青は必須入力

入力項目ガイド
選択している項目の入力項目の
入力条件・形式を案内
※表示されない業務もあります

業務固有情報
送信後に払い出される
申告番号、取扱番号等を表示

：次の項目に進む

：前の項目に戻る＋
EnterはTabでもOK

カーソルの進め方

送信
必要項目入力後、クリックすること
でNACCSサーバへ手続きを行いま
す。ファンクションキー「F１2」でも可。
※送信後は業務メッ
セージの表示に注意！

事故コードは、掲示板内の業務コードか
ら選択します

業務メッセージ
送信後、正常終了やエラーコードを
表示
※背景色ピンクは注意喚起ですが、
黄色場合はエラー内容に沿って入
力訂正後の再送信などの処置を要
しますのでご留意ください



汎用申請（HYS）とは・・・ 添付ファイル（記入済の電子ファイル（指定様式））を添付し送信することで、税関手続を行うこと ができる業務です。
申請の流れは下記になります。（手数料納付がない場合）

HYS（汎用申請）

HYE（汎用申請変更）

許可・承認
情報

汎用申請
情報

汎用申請
変更情報

汎用申請
控情報

汎用申請
変更控情報

訂正の場合

審査終了まで訂正可能

申請者 税 関

CHY（汎用申
請審査終了）

申 請

許可承認

NACCS

汎用申請の流れ
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見本一時持出(包括)許可申請 保税工場外における保税作業場所の変更申請 輸入原料品製造終了報告

外国貨物廃棄届出 総合保税地域外における保税作業期間の変更申請 輸出貨物の製造原料品による製造報告

保税台帳電磁的記録保存届出 総合保税地域外における保税作業場所の変更申請 課税原料品の戻し税に係る保税工場等搬入承認申請

税関職員派出申請 外国貨物加工製造報告 未納税原料品の減額に係る保税工場等搬入承認申請

他所蔵置許可済外国貨物廃棄届出 貨物の総量管理適用（更新）申出 輸入原料品の控除に係る保税工場等搬入承認申請

保税蔵置場許可申請 総量管理適用工場における外国貨物加工、製造等報告 製造用原料品の用途外使用等の承認申請

保税工場許可申請 保税展示場外使用許可申請 輸出貨物製造用原料品の用途外使用等の承認申請

保税展示場許可申請 保税展示場外における使用期間の変更申請 製造用原料品の用途外使用等の承認申請（経済連携協定飼料用麦）

博覧会等の指定に関する承認申請 保税展示場外における使用場所の変更申請 製造用原料品等の亡失に係る届出

総合保税地域許可申請 販売物品等使用状況報告（保税展示場） 輸出貨物製造用原料品等の亡失に係る届出

保税地域許可期間更新申請（保税蔵置場） 加工製造貨物の課税物件確定時期承認申請 製造用原料品等の亡失に係る届出（経済連携協定）

保税地域許可期間更新申請（保税工場） 総合保税地域外使用許可申請 製造用原料品等の滅却の承認申請

保税地域許可期間更新申請（総合保税地域） 総合保税地域外における使用期間の変更申請 製造用原料品等の滅却の承認申請（経済連携協定飼料用麦）

指定保税地域の処分等についての申請 総合保税地域外における使用場所の変更申請 製造用原料品等の譲渡届

保税地域蔵置貨物種類変更届 販売用貨物等の搬入に係る届出 輸出貨物製造用原料品の譲渡届

保税地域許可内容変更届出 郵便物保税運送届出 製造用原料品等の譲渡届（経済連携協定飼料用麦）

同時蔵置特例届出 保税運送目録の提示（郵便物） 課税原料品を使用する保税作業届

同時蔵置特例変更届出 難破貨物等の運送承認申請 未納税原料品を使用する保税作業届

外国貨物蔵置期間延長承認申請 難破貨物等の運送期間の延長申請 特例申告による輸入原料品を使用する保税作業届

未承認貨物蔵置期間延長申請 難破貨物等の到着証明提出 違約品等保税地域搬入届（再輸出）

長期蔵置貨物報告 収容貨物解除承認申請 違約品等保税地域搬入届（廃棄）

保税地域収容能力等変更届出 時間外執務要請届（保税） 違約品等保税地域搬入届（再輸出（減額））

滅却(廃棄)承認申請 証明書類交付申請（保税） 違約品等保税地域搬入届（廃棄（減額））

外国貨物の包括滅却承認申請 施設の許可（承認）手数料還付軽減免除申請 違約品等保税地域搬入届（再輸出（控除））

外国貨物亡失届出 製造用原料品に係る製造工場承認申請 違約品等保税地域搬入届（廃棄（控除））

保税地域休廃業届出 輸出貨物製造用原料品に係る製造工場承認申請 小売業者承認申請

保税蔵置場許可の承継の承認申請 製造用原料品に係る製造工場承認申請（経済連携協定） 関税免除物品の手入等に係る倉庫等承認申請

保税工場許可の承継の承認申請 輸出貨物製造用原料品免税等承認申請 軍納品の作業（手入）着手届出

保税展示場許可の承継の承認申請 戻し税に係る製造工場承認申請 軍納品の作業（手入）終了申告

総合保税地域許可の承継の承認申請 製造工場の承認内容の変更に係る届出 軍納品、製品等又は副産物搬出入届出

保税作業開始届 輸出貨物製造用原料品に係る製造工場の承認内容の変更に係る届出 軍納品等滅失確認申請

保税作業終了届 製造工場の承認内容の変更に係る届出（経済連携協定） 加工又は製造のための工場の承認

保税作業種類変更届 製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請 承認工場外加工願

内外貨混合使用承認申請 輸出貨物製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請 加工又は製造を終了したときの届出

保税工場外保税作業（一括）許可申請 製造用原料品と同種の他の原料品との混用承認申請（経済連携協定） 製造歩留りに関する届出

保税工場外保税作業（個別）許可申請 製造用原料品・輸出貨物製造用原料品による製造終了届 保税みかん缶詰製造報告

総合保税地域外保税作業（一括）許可申請 飼料製造用原料品製造終了届 装置等の認定申請

総合保税地域外保税作業（個別）許可申請 課税原料品製造終了報告 装置等の搬出届

保税工場外における保税作業期間の変更申請 未納税原料品製造終了報告 装置等の使用状況報告

ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出（保税）

※保税業務抜粋

汎用申請（HYS）対象手続一覧（保税）
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税関への汎用申請（HYS業務）

①

②

HYS業務を選択

税関からの指示に従って、必要事項を入力
後、①のファイルを添付して送信。

①のファイル名の表示を
確認し送信

③

④

入力画面

⑤
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手続に応じたword・Excel
のフォーマットファイルを自
身のパソコンに取り込み、
必要事項を入力し、申請書
類を保存する。



NACCS

輸出入申告・保税運送申告

搬入搬出貨物取扱登録

搬出業務等を行ったデータを集計して送付 （海上：週報、航空：日報）

通関業者

保税蔵置場

管理統計資料について

保税蔵置場で搬出入登録した情報はNACCSセンターで集計し、管理資料（月額1000円）として配信しています。
配信する管理資料（搬出入データ、取扱データ）を保管することにより、保税台帳として取扱うことができます。

船会社

貨物情報の登録

BIA、BIN等

MFR等

IDC、OLT等

輸入貨物搬出入データ

♦搬入日時
PKI、BIA、CYAで入力した搬入日時

♦保税運送承認番号
保税運送で搬入された場合は保税運送承認番号等を出力

管理資料の出力例

※電磁的記録による保存を行う場合には、事前に管轄税関への届け出が必要です。

保税蔵置場のBIA(搬入確認登録)、CYO(搬出確認登録）等の登録実績

♦許可番号
輸入許可書の申告番号等を出力

※2022年9月プログラム変更にて、搬出年月日チェックの変更を実施しました
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保存サーバ

保税蔵置場等

「管理資料再出力依頼（DLH01)業務」

保税管理資料
情報

NACCS

サービス利用
開始日から
５年間保存

保税蔵置場等

通
常
取
出
し

再
取
出
し

保
存
サ
ー
ビ
ス

保税蔵置場等 取出し期間：
７日間（配信日含む）

下記管理資料の取得漏れは保税台帳の未記帳になる場合があります。上記期間に取得漏れがないよう管理が必要です。

1蔵置場あたり
月額1,000円(税抜)

番号 管理資料情報名 出力コード 周期

G01 輸入貨物搬出入データ SBS1400 週報 月曜

G02 輸出貨物搬出入データ SBT0200 週報 火曜

G05 貨物取扱等一覧データ SBS1700 週報 火曜

T19 航空輸入貨物搬出入データ ABS6900 日報

T20 航空輸入貨物取扱等一覧データ ABS7000 日報

S13 航空輸出貨物取扱等一覧データ ABT6300 日報

S14 航空輸出貨物搬出入データ ABT6400 日報

保税台帳として取扱うことができる管理資料（保存サービス対象）

再取出し期間：
６２日間（配信日含む）

【DLH01業務による取出要求】

管理資料取り出し
ボタンから取得

「業務」→「管理資
料情報再取り出し」
から取得

海上は週報での配信になるため、一週間おきの作成日になっていることをチェック
航空は日報での配信になるため、作成日の抜けがないことをチェック

配信年月日、時刻

参考）取得漏れを防ぐためにファイル名の「作成日」を確認

管理資料取得可能期間は下記3種類です。

【管理資料取り出し】

【管理資料再取出】

管理資料
情報

管理資料
情報

管理統計資料の取得方法

作成日
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NACCS掲示板の活用

NACCS掲示板では、各種お知らせ
や参考情報等を随時更新・掲載して
おります。お困りの際、社内研修に
お役に立てください。

③

④

①ピックアップメニュー
業務コード集、パッケージソフトやデジタル証明
書、虎の巻シリーズなど業務直結のコンテンツを掲
載。また、時節柄事項（年末年始・ゴールデン
ウィークの運用）も、このコンテンツ内に掲載。

②電算関係税関業務事務処理要領
NACCSを使った事務処理は、本事務処理要領に
沿って行います。よくお読みいただき、業務を行っ
てください。

③新着情報、関係省庁更新情報
NACCS及び関係省庁からのお知らせを掲載。

④NACCS業務仕様・関連資料
講習会の資料や業務フロー図、自社システム用の
EDI仕様書、エラーメッセージ集等を掲載。

⑤よくある問合せ
お客様から頂いたお問い合わせをもとに「よくあ
る問合せ」としてFAQを掲載しております。

海空・業種別に事例を載せておりますが、キー
ワードを入力して検索ボタンを押すことで、
「よくある問合せ」の中から関連する情報を
検索できます。

⑤



NACCSのサポート体制のご案内
① Webフォームを利用したお問合せについて

Webフォーム URL

② 電話でのお問い合わせ

事業所 電話番号 運営時間

ヘルプデスク
ｾﾞﾛ ｲﾁ ﾆ ｾﾞﾛ - ﾅﾅ ｷｭｳ ﾖﾝ ｺﾞ ｺﾞ ｾﾞﾛ

0 1 2 0 – 7 9 4 5 5 0
終 日

③ 本講習会資料に関するお問い合わせ

事業所 連絡先 運営時間

関西事務所 TEL： 06-6446-3812
Email:  westjapan@naccs.jp

平 日

8:30~17:00

Webフォームによるお問合せへの回答は、
受付日時・内容によって翌営業日となる場
合がありますので、ご留意ください

最後まで、ご清聴いただき、ありがとうございました。
何かございましたら、関西事務所までお気軽にご相談ください。
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