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NACCS掲示板について



33

NACCS掲示板へのアクセス方法

A

B デスクトップにあるＮ字のショートカットアイコンからアクセスしていただく方法

パッケージソフトの「ヘルプ→NACCS掲示板を開く」からアクセスしていただく方法

NACCS掲示板
（インターネット）

NACCSパッケージソフト
ショートカット

NACCS掲示板

NACCS掲示板NACCSパッケージソフト
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NACCS掲示板トップページ

① ③② ④

⑥

⑦

⑨⑧

①NACCSのご利用方法
→システムの利用規程や料金プランなどを掲載しています。

②申込手続（NSS）
→申込に係る各種情報を掲載しています。

③NACCS業務仕様・関連資料
→業務コード集やシステム業務資料などを掲載しています。

④よくある問合せ
→お客様から頻繁にいただくお問合せをFAQ形式で掲載しています。

⑤お問合せWebフォーム
→メール形式でお問合せをすることができます。

⑥運転状況
→NACCSの運転状況をリアルタイムで確認することができます。

⑦新着情報
→業務コードの更新などの新着お知らせを掲載しています。

⑧虎の巻シリーズ
→お問合せの多いトピックを選択し、その対応策やよくある問合せを
まとめ、虎の巻シリーズとして掲載しています。

⑨チャットボット
→IDA＆EDAエラーに関する解決策、利用申込関係に関するチャット
として掲載しています。

NACCS掲示板には、各種お知らせや参考情報などを掲載しています。定期的にご確認ください。

NACCS掲示板

⑤
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よくある問合せについて
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毎日お客様からいただく約300件のお問合せを集計して、よくある問合せをまとめて掲載しています。
業務を行う上で疑問に思うことがございましたら、一度こちらのページをご覧ください。

NACCS掲示板トップページ

海上通関、航空通関や海上入出港、関係省関連など
カテゴリー別によくある問合せをまとめております。

「よくある問合せ」をクリックします。

よくある問合せページ

よくある問合せについて
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【例：BIC業務の取消しについて】

よくある問合せ【海上貨物に関する問合せ：輸出編】

よくある問合せについて
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NACCS業務仕様・関連資料について
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NACCS業務仕様・関連資料ページには、システム業務資料や業務コード集、業務仕様書といった、
お客様がNACCSを利用する上で参考になるような情報をまとめて掲載しております。

NACCS掲示板トップページ

「NACCS業務仕様・関連資料」を
クリックします。

NACCS業務仕様・関連資料ページ

NACCS業務仕様・関連資料について

NACCSの操作説明をまとめたシステム
業務資料を業種毎に掲載しています。

保税地域コード等、NACCSを利用する上で
必要な業務コードをまとめて掲載しています。

業務コード毎に入力項目の説明、
仕様書や出力帳票を確認できます。

各情報のシステム保存期間を確認できます。

プログラム変更資料やNACCS更改
資料などをまとめて掲載しています。
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確認したいシステム業務資料を選択してください。

【掲載資料】
輸出通関業務（海上・航空）
輸入通関業務（海上・航空）
保税業務（海上・航空）
入出港業務（海上・航空）
CY・船舶代理店業務 （海上）

航空会社業務（航空）
機用品業務（航空）など

◼ システム業務資料の確認方法

航空システム業務資料・海上システム
業務資料のどちらかを選択します。

NACCS業務仕様・関連資料について

「NACCS業務仕様・関連資料」をクリックします。

NACCS業務資料 海上編
【保税業務の概要】
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◼ 業務仕様書の確認方法①

「NACCS業務仕様・関連資料」をクリックします。

NACCS業務仕様・関連資料について

業務仕様書を確認したい業務コードの
頭文字をクリックします。

業務仕様書を確認したい
業務コードのクリックします。

業務仕様書や入力項目、出力
帳票などを確認してください。
※詳細は次ページ
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◼ 業務仕様書の確認方法②

NACCS業務仕様・関連資料について

概要
業務概要、入力可能者など業務仕様を確認できます。

処理フロー
どのプレイヤーにどの帳票が出力されるか
など、業務の処理フローを確認できます。

入力項目
各入力項目の説明や入力パターンを確認できます。

入力画面
業務画面のレイアウトを確認でき

ます。出力情報名・出力情報コード
出力帳票を確認できます。
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◼ 業務コード集の確認方法

NACCS業務仕様・関連資料について

「業務コード集」をクリックします。

業務コード集（CSV形式）を選択してください。

【掲載資料】
NACCS用品目コード（98類）
NACCS用船会社コード

国連LOCODE
保税地域コード など

csv形式で業務コードの参照が可能。
例：国連LOCODE

「NACCS業務仕様・関連資料」をクリックします。
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◼ 事務処理要領確認方法

NACCS業務仕様・関連資料について

第6次NACCS向け 電算関係税関業務事務処理
要領をクリックします。

VAN（バンニング情報登録）業務の入力項目について確
認したいときは、「バンニング関係手続」を参照ください。

各入力項目に何を入力すれば
いいのか確認ができます。

「NACCS業務仕様・関連資料」をクリックします。
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虎の巻シリーズについて
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＜問合せ＞
訂正方法について

第1弾：バンニングマスター（ 2020年8月18日リリース）
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/toranomaki/tora-van.html
☞バンニング関連業務フロー、入力・訂正方法等を解説

第2弾：FAINSマスター（ 2020年10月27日リリース）
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/toranomaki/tora-ifa.html
☞輸入食品届出関連業務フロー、入力・訂正方法等を解説

第3弾：海上仕分けマスター（ 2021年9月28日リリース）
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/toranomaki/tora-shs.html
☞海上仕分け関連業務フロー、入力・訂正方法等を解説

多

日々活用できる
コンテンツへ！

有益な情報発信 利用者様自身での解決 利便性向上

（2）導入の目的

（1）概要

［従来の資料］
不十分、分かりにくい

［照会業務］
活用されず

［訂正方法］
情報集約！
確認しやすく！虎の巻

マスター
シリーズ

虎の巻シリーズについて
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第1弾：バンニングマスター

虎の巻シリーズについて
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虎の巻シリーズについて

①バンニング関係業務コード一覧
→バンニング関係業務コードの業務仕様や入力例をまとめて掲載しています。

業務コードをクリックすることで、各業務の入力例が展開されます。
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虎の巻シリーズについて

②基本業務フローと訂正方法
→バンニング情報の訂正方法について、通関パターンやタイミング別、
項目別に「誰がどの業務コードで訂正できるか」を一覧で確認できます。

通関パターンを選択できます。

項目別に確認できます。

タイミング別に確認できます。
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虎の巻シリーズについて

③照会業務のツボ
→照会業務を活用することで取り扱っている貨物等の状況を確認できます。
虎の巻では照会業務毎に各コードの意味や見方についてまとめています。
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虎の巻シリーズについて

④よくある問合せまとめ（バンニング関連）
→バンニング関連のよくある問合せをまとめて掲載しています。
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第2弾：FAINSマスター

虎の巻シリーズについて



23

虎の巻シリーズについて

①FAINS関係業務コード一覧
→FAINS関係業務コードの業務仕様や入力例をまとめて掲載しています。

業務コードをクリックすることで、
各業務の入力例が展開されます。
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虎の巻シリーズについて

②業務フローと留意点
→届出や届出変更のフロー、共通管理番号リンクの留意点を記載しています。
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虎の巻シリーズについて

③よくある問合せまとめ（FAINS関連）
→FAINS関連のよくある問合せをまとめて掲載しています。
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チャットボットについて
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NACCS掲示板のトップページにある「IDA,EDAエラー解決」アイコンをクリックしますと、
IDA業務で出力されるエラーコードを入力する画面が表示されます。

チャットボットについて

◼ チャットボット利用方法①
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キーワードを入力して送信すると、選択肢が表示され、最終的に回答が表示されます。

チャットボットについて

◼ チャットボット利用方法②
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NACCSのサポート体制について
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◼お問合せ窓口

電話番号 FAX番号 運営時間

ヘルプデスク 0120 – 794 – 550 0120 - 794 - 529 終日

NACCSセンターではヘルプデスクを開設し、24時間・365日体制で問合せ対応を行っています。
ヘルプデスクでは、お客様がご利用されるNACCS掲示板に掲載しているコンテンツのご案内を始め、
お客様からの問合せ対応による経験と実績を基に、NACCSのシステム、パッケージソフト及びネットワーク
並びに利用申込手続き等について、お客様からの電話等での問合せにおける初期対応を担当しています。

ヘルプデスクについて
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電話口でお待ちいただくことなく、お仕事のご都合に合わせてお問合せいただけるよう、
お問合せWebフォームをご用意しております。

お問合せWebフォームのご利用方法

「お問合せWebフォームはこちら」を
クリックします。

・1～5をご入力ください。
・「5.お問合せ内容」では、業務コードやエラー
コード等、詳細な状況をご記入ください。

※Webフォームによるお問合せの受付は、お問合せ日時・内容によっては、翌営業日のご回答となる場合がございます。

お問合せWebフォームについて


