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NACCS貿易管理サブシステムを
利用した電子申請

【まぐろ輸入事前確認】

平成３０年１２月
貿易経済協力局

貿易管理部 貿易管理課
電子化・効率化推進室



外為法の手続 と 行政手続き電子化の取り組み
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NACCSセンターのパンフレットより
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貿易管理サブシステム
［外為法関連手続］（経済産業省）

経産省のJETRASは、2010年2月に貿易管
理サブシステムとしてNACCSに統合されました。

NACCSセンターのホームページより

貿易管理
サブシステムは

無料です

他のNACCS業務には有料のものもありますが・・・

（注）裏書業務は無料ですが、
申告業務は無料にはなりません。

ＮＡＣＣＳとは
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貿易管理サブシステム
外為法に基づく、経済産業省に行う輸出許可申
請、輸出承認申請、輸入割当申請、輸入承認
申請、事前確認申請等を電子申請するシステム
です。

貿易管理(経済産業省)

NACCS貿易管理サブシステムはNACCSのサブシステムです！

ANIMAL QUARANTINE(MAFF)/PLANT QUARANTINE(MAFF)

FOOD QUARANTINE(MHLW)
医薬品医療機器等手続（厚生労働省） 5
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新規申請 訂正申請

100 109 輸出許可 安全保障貿易審査課または経済産業局（貨物と仕向地による）

130 ー 特定包括 安全保障貿易審査課
150 159 役務取引許可 安全保障貿易審査課または経済産業局（役務と提供地による）

一般包括役務（ホワイト包括）
特別一般包括役務

C20 ー 事前同意相談 安全保障貿易審査課
JAH ー ー 履行報告 安全保障貿易審査課または経済産業局（原許可の交付窓口）

200 209 輸出承認（共通） 品目による
210 219 輸出承認（21-3麻薬等原材料） 貿易審査課
230 239 輸出承認（35オゾン） 貿易審査課
240 249 輸出承認（35-2バーゼル） 貿易審査課
250 259 輸出承認（36ワシントン） 野生動植物貿易審査室（ワシントン室）または経済産業局

270 279 輸出承認（35-3有害化学物質、
35-4水銀） 貿易審査課

410 ー 一般／特定包括輸出承認（21-3
麻薬等原材料） 貿易審査課

500 509 輸入割当 農水産室
600 609 輸入承認・割当同時（HCFC） 貿易審査課

輸入承認（IQ→IL） 経済産業局

輸入承認（2の2号承認） 品目により、貿易審査課、ワシントン室
（「機械類銃砲弾」の訂正申請は経済産業局）

800 809 輸入承認（2号承認） 農水産室
B10 B19 事前確認（水産物） 農水産室　　※まぐろは2018年4月に水産庁に移管
B20 B29 事前確認（ワシントン） ワシントン室
B30 B39 事前確認（かに） 農水産室

JAA

輸
出
令
　
別
表
第
１

110 ー 経済産業局一般包括（ホワイト包括）
特別一般包括

160 ー 経済産業局

業務
コード

申請種類番号

輸
出
令
　
別
表
第
２

700 709

JAA

輸
　
入
　
公
　
表

電子申請できる経済産業省（地方局含む）の手続と申請窓口
申請先窓口は、書面申請の場合と同じです。

※申請先の窓口を間違えると「取下げ」になる場合があります！
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「まぐろ」・・・水産庁漁業調整課、 「めろ」・・・経産省農水産室


手続き一覧

		業務
コード		申請種類番号

				新規申請		訂正申請

		JAA		100		109		輸出許可				輸出令　別表第１ ユシュツレイ

				110		ー		一般包括（ホワイト包括）		「一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可」

								特別一般包括		「特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可」

				130		ー		特定包括		従来分かれていた特定包括輸出許可と特定包括役務取引許可の様式を共通化

				150		159		役務取引許可

				160		ー		一般包括役務（ホワイト包括）

								特別一般包括役務

				C20		ー		事前同意相談

		JAH		ー		ー		履行報告

		JAA		200		209		輸出承認（共通）				輸出令　別表第２ ユシュツレイ ベツ

				210		219		輸出承認（21-3麻薬等原材料）

				230		239		輸出承認（35オゾン）

				240		249		輸出承認（35-2バーゼル）

				250		259		輸出承認（36ワシントン）		特定代理制度あり

				270		279		輸出承認（35-3有害化学物質、35-4水銀）

				410		ー		一般／特定包括輸出承認（21-3麻薬等原材料）

				500		509		輸入割当		　のり・いか・さば・たらの卵等、水産物19品目（特殊輸入割当含む） タマゴ トウ スイサンブツ		輸　入　公　表

				600		609		輸入承認・割当同時（HCFC）

				700		709		輸入承認（IQ→IL、2の2号承認）		・水産物の割当のIL切り替え

										・2の2号承認（全地域）「機械類並びに武器及び銃砲弾」、「火薬類」、「医薬品類」、「バーゼル」等

				800		809		輸入承認（2号承認）		特定地域「さけ・ます」、「鯨」、「ダイヤモンド」等

				B10		B19		事前確認（水産物）		「まぐろ」、「めろ」等　　※まぐろは2018年4月に水産庁に移管

				B20		B29		事前確認（ワシントン）

				B30		B39		事前確認（かに）



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○




窓口一覧

		業務
コード		申請種類番号

				新規申請		訂正申請

		JAA		100		109		輸出許可		安全保障貿易審査課または経済産業局（貨物と仕向地による） アンゼン ホショウ ボウエキ シンサ カ ケイザイ サンギョウ キョク カモツ シムケチ		輸出令　別表第１ ユシュツレイ

				110		ー		一般包括（ホワイト包括）
特別一般包括		経済産業局 ケイザイ サンギョウ キョク



				130		ー		特定包括		安全保障貿易審査課 アンゼン ホショウ ボウエキ シンサ カ

				150		159		役務取引許可		安全保障貿易審査課または経済産業局（役務と提供地による） アンゼン ホショウ ボウエキ シンサ カ ケイザイ サンギョウ キョク エキム テイキョウ チ

				160		ー		一般包括役務（ホワイト包括）		経済産業局 ケイザイ サンギョウ キョク

								特別一般包括役務

				C20		ー		事前同意相談		安全保障貿易審査課 アンゼンホショウボウエキシンサカ

		JAH		ー		ー		履行報告		安全保障貿易審査課または経済産業局（原許可の交付窓口） アンゼンホショウボウエキシンサカ ケイザイ サンギョウ キョク ゲン キョカ コウフ マドグチ

		JAA		200		209		輸出承認（共通）		品目による ヒンモク		輸出令　別表第２ ユシュツレイ ベツ

				210		219		輸出承認（21-3麻薬等原材料）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				230		239		輸出承認（35オゾン）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				240		249		輸出承認（35-2バーゼル）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				250		259		輸出承認（36ワシントン）		野生動植物貿易審査室（ワシントン室）または経済産業局 ヤセイ ドウショクブツ ボウエキ シンサ シツ シツ ケイザイ サンギョウ キョク

				270		279		輸出承認（35-3有害化学物質、35-4水銀）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				410		ー		一般／特定包括輸出承認（21-3麻薬等原材料）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				500		509		輸入割当		農水産室 ノウ スイサン シツ		輸　入　公　表

				600		609		輸入承認・割当同時（HCFC）		貿易審査課 ボウエキ シンサ カ

				700		709		輸入承認（IQ→IL）		経済産業局 ケイザイ サンギョウ キョク

								輸入承認（2の2号承認） ゴウ ショウニン		品目により、貿易審査課、ワシントン室
（「機械類銃砲弾」の訂正申請は経済産業局） ヒンモク ボウエキ シンサ カ シツ キカイルイ ジュウ ホウダン テイセイ シンセイ ケイザイサンギョウキョク

				800		809		輸入承認（2号承認）		農水産室 ノウ スイサン シツ

				B10		B19		事前確認（水産物）		農水産室　　※まぐろは2018年4月に水産庁に移管 ノウ スイサン シツ

				B20		B29		事前確認（ワシントン）		ワシントン室 シツ

				B30		B39		事前確認（かに）		農水産室 ノウ スイサン シツ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○




Sheet2



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○




Sheet3



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○






（１）2016（平成28）年12月に官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103
号）が成立し、行政手続のオンライン利用の原則化の推進が政府の取組として義
務付けられた。

（２）2017（平成29）年5月には同法及び高度情報通信ネットワーク社会形成基本
法（平成12年法律第144号）に基づく取組を具体化するものとして、「世界最先端
IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成29年5月30日閣議決定）
が策定された。

（３）さらに、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」の重

点分野の一つである電子行政分野における取組として「デジタル・ガバメント推進
方針」（平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民デ

ータ活用推進戦略会議決定）が策定され、そこに示された方向性を具体化・実行
するため、ワンストップ、ワンスオンリー、デジタルファーストを原則とする「デジタ
ル・ガバメント実行計画（改訂版）（平成30年7月20日デジタル・ガバメント閣僚会

議決定）」が策定され、本格的に国民・事業者の利便性向上に重点を置いて行政
の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指すこ
ととされた。

（４）また、平成28年6月に策定された「日本再興戦略」に基づく「規制改革推進会
議行政手続部会取りまとめ （平成29年3月29日行政手続部会決定）」の中でも、

行政手続の電子化の徹底（デジタルファースト原則）などの行政手続簡素化の３
原則が示されている。

＜政府の取り組み＞デジタルファースト法案

最近の主な動き

◎デジタルファースト法案 平井科学技術相 「来年
国会に提出」（平成３０年１０月２４日（水）日経４面

７



（参考）通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に向けた取組み

施策

時期

10月
10月

次期NACCS稼働時期

他省庁の輸出入手続の電子化の推進・
NACCSとの連携

税関HP（http://www.customs.go.jp/news/news/paperless/index.htm）「通関関係書類の電子化・ペー
パーレス化に向けた取組みの全体像等及び通関関係書類のＰＤＦ等の電磁的記録による提出状況の公表について
（平成26年11月12日公表）」より抜粋・加工

輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）
は、輸出入と港湾の手続を電子的に処理するシステ
ムとして、民間及び関係省庁間の連携により整備。
輸出入申告の約98％がオンラインにより処理されて
おり、平成25年10月より、通関関係書類のPDF等
による提出（MSX業務）を運用開始。

平成29年10月の第６次NACCS稼働
時より、通関手続に係る電子手続を原
則化。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

通関関係書
類の

電子化・
ペーパーレス

化

通関手続に係る電子
手続きの原則化
(電子化・ペーパレス化
の完成)

通関関係書類のＰＤＦ等の電磁的記録による提出の実施
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NACCS貿易管理サブシステムを用いた電子申請に関心ある企業への個別企業訪問を随時、実施中。
第6次NACCS更改の影響もあり、平成29年では、概ね毎月１５社のペースで新規登録企業が増加中
（平成30年10月末現在、1436社）。

9

150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

NACCS貿易管理サブシステム利用登録企業数の推移
（平成30年10月末時点）

前月の企業数 増加企業数

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年



NACCS貿易管理サブシステムの概要

【まぐろ輸入事前確認】
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税関

水産庁 漁業調整課

通関業者

NACCSセンター

NACCSによる通関申告

輸入者
（申請者）

窓口による書面申請の場合

まぐろの輸入事前確認申請

輸入事前確認書の受け取り

輸入事前確認書の受け渡し

輸入事前確認書を税関に持参

「紙」の移動に伴う
日数とコストの発生
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税関

水産庁 漁業調整課

通関業者

NACCSセンター

NACCSによる通関申告

輸入者
（申請者）

電子申請の場合

まぐろの輸入事前確認申請

輸入事前確認書の受け取り

輸入事前確認書の受け渡し

輸入事前確認書を税関に持参

「紙」の移動に伴う
日数とコストの発生
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（参考）MSX業務 と 外為法の許可承認証等（が書面の場合）

個
別
輸
出
許
可
証
以
外
の
も
の

個
別
輸
出
許
可
証

輸出通関申告
電子申告

インボ
イスインボ
イス
インボイス
パッキングリスト
Ｂ／Ｌ

等

通関関係書類

MSX業務で提出

外為法に基づく個別輸出許可証

申告時に原本を持参しなければならない 13

外為法に基
づく許可承認
証等（事前
確認書含
む）
※個別輸出
許可証以外税関許可後３日以内に持参、

裏書面に税関確認印をもらう

＋ PDF

原本

原本

通関業務



指定された
通関業者

申請者

電
NACCS

・突合結果を確認
・通関の許可

水産庁 漁業調整課

税関
・電子ライセンスを参照
・通関申告
・裏書き

通
関

業
者

指
定

子申請
査審

①

②

③

④

⑤⑥

申請書
ファイル

電子ライセンス
（ ＥＬ等 ）

経産省への輸出入の許可承認証等の申請に加え、
水産庁 漁業調整課への「まぐろ輸入事前確認」の申請が、電子申請できます。

通関申告

発
券

突合

突合： 電子ライセンスの内容と申告の内容をシステムが自動突合します。貨物、仕向地、
数量、金額、有効期限等に関し齟齬があればエラーとなります。

③の確認書が発券されたら、④の通関業者指定の操作（交付された電子ライセンスの番号に
通関業者のNACCS利用者コードを登録するJCA業務）を行えば、即、全国どこの税関官署で
も通関申告できます。

NACCS貿易管理サブシステムの仕組み
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突合サンプル
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ました。

（無料) （有料の業務あり)
NACCS本体

水産庁



NACCSセンターへの利用申込み
パッケージソフトのインストール

事前確認書（電子ライセンス）の交付

経済産業省への申請者届出（委任ＰＷ）

水産庁への電子申請

審査（補正、取下げ）

NACCSの利用に関する業務フロー（まぐろ輸入事前確認）

電子ライセンスの裏書き（裏落とし）

通関申告（本申告）

税関の許可

（必要に応じ、裏書きの事後訂正）

NACCSセンター

経済産業省

税関

申
請
者

通
関
業
者

（荷主／
輸出入者／
通関業者等に
よる代行）

訂
正
、
ア
メ
ン
ド
、
内
容
変
更

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

電
子
申
請

電
子
ラ
イ
セ
ン
ス
を

用
い
た
申
告

通関業者指定
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水産庁



☀電子申請なら24時間受付なので、窓口の
受付時間を気にすることはなく、仕事の予定
や進め方の自由度が増します。

☀しかも、席に居ながら申請できます。

☀前回申請した時の、申請書の最終版
をダウンロードできます。それを流用すれ
ば効率的に申請書が作成できます。

☀しかも、同じ間違いを防げます。

☀電子ライセンスは、通関業者との
受渡しがありません。このための費
用も発生しません。

☀ 「もし無くしたら！」という心配も
ありません。

☀裏書や残数も、画面で確認でき
ます。

☀2020年6月のNACCS完全統
合時にチェック機能を強化します。

☀電子ライセンスは、発券されれば、すぐ
に税関申告が可能です（確認書の提
示が不要です）。

☀明日まで待つ必要はありません。

☀電子ライセンスは、全国どこの税関でもOKです。
もう、許可証を持ち運ぶ必要はありません。

☀異なる港での同時通関もできます。

●今日は窓口に行かなきゃ。受付時間が
気になるな・・・

●出張の旅費も時間もかかるし、窓口で
順番を待つのはイヤだな・・・

●申請書って、これ最新版だったかな・・・
どこか審査官に直された気がするけど・・・

●通関業者に許可証を送らないと・・・
宅急便等の費用がかさむな・・・

●もし、確認書をなくしたらどうしよう・・・
●輸入申告に使う確認書を間違え
ちゃったら大変だな・・・

●今日の午後に許可が下りるから、
通関は明日になっちゃうな・・・

●船の港が変わっちゃったよ。
また通関が遅れるな・・・

書面申請の悩み －－－－－－－－－－＞＞＞ 電子申請で解決！！

18
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代理申請ができる申請の種類：※包括許可申請は代理申請できません※
1.外国為替及び外国貿易法第４８条 第１項の輸出許可の申請（包括を除く）
2.輸出貿易管理令第２条 第１項の輸出承認の申請（包括を除く）
3.輸入貿易管理令第９条 第１項の輸入割当ての申請
4.輸入貿易管理令第４条 第１項第１号の輸入承認・割当の申請
5.輸入貿易管理令第４条 第１項第２号の輸入承認の申請
6.輸入貿易管理令第４条 第１項第３号の事前確認の申請
7.外国為替及び外国貿易法第２５条 第１項の役務取引許可の申請（包括を除く）

（※）委任用パスワードの発行手続きはこちらをご参照
ください。
http://www.meti.go.jp/policy/external_econo
my/trade_control/05_naccs/02_application/ini
n.html

通関業者等が、経済産業省への申請を代理することも可能です

19

前提条件として、①委任する側（荷主等）と代理する側（通関業者等）の双方が「V1」で始まる貿サブの利用者
IDを持っており、②両社の委任関係を証明する「委任用パスワード」を取得する必要があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html#1000000000000000000000000000000000000000000000004800000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE378.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE414.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE414.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE414.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE414.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002500000000000000000000000000000
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委任された
通関業者等⑥審査・許可

委
任

パ
ス
ワ
ー
ド

委
任
状

NACCS

水産庁

税関

②審査

③電子ライセンス
交付

• 審査官からの補正依頼やシステムからの自動連絡メールは、登録したメールア
ドレス宛てに輸入者（荷主）と代行者（通関業者等）の双方へ届きます。

• 輸入者（荷主）と代行者の間での申請書ファイルのやりとりもできます。
• 輸入者（荷主）は、申請・通関の状況や残数等をモニターできます。

NACCS貿易管理サブシステムの代理申請

荷主
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①と②の委任関係を証明する委任パスワード

①荷主（委任する側）のNACCS ID

②通関業者（代理する側）のNACCS ID

通関業者等が電子申請を代理する場合の申請者情報の入力

通関業者の方もV1で始まる貿サブ利
用者用のNACCS IDが必要です！

委任PWの例



利用申し込み手続

22



【ＮＡＣＣＳセンターへの利用申し込み】
１．貿易管理サブシステムの利用申し込み
☑ NACCSセンターのHP上で申し込みを行います。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss
/nyuuryokurei_shinki.html

２．利用者コード（ＩＤ）の取得
☑ 利用者コード（５桁）は会社に一つです。
☑ 識別番号（３桁の枝番）は申請者の数になります。

３．デジタル証明書の取得とＮＡＣＣＳパッケージソフトのインス
トール
☑ ＮＡＣＣＳパッケージソフトをインストールするパソコンの数だけ
デジタル証明書が必要です。

NACCSセンター

経済産業省

【経済産業省への申請者届出】
１．申請者情報（申請者名とＩＤ等）の届出
２．本人確認

☑ ご希望により、申請者届出書の下書きの段階でドラフトチェックを
行っています。

ドラフトチェック依頼先 ： qqfcbj@meti.go.jp

☑ 書類に不備がなければ届いてから１～２日で処理します。
※ 急ぐ場合は届出時にその旨をお伝え下さい。

利
用
申
込
み
手
続

ＮＡＣＣＳ貿易管理サブシステムの利用申し込み手続

23

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html
mailto:qqfcbj@meti.go.jp


利用申込みの流れ

24

以下のNACCSセンターHPから申し込みます。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/df
w/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html
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NACCS ID と ライセンス上の申請者名の関係

NACCSセンター 経済産業省

NACCSのログイン画面

マスタに登録された申請者情報

V1MOEF0A に
〇山×夫社長の名前を
登録してください

（経産省からの通知）
申請者マスタに
登録しました！

← ライセンスに表示される申請者名は、
JAI業務で確認できます

V1MOEF0A

▲▲商事

代表取締役社長

〇山×夫

▲▲商事
代表取締役社長 〇山×夫

（NACCSセンターからの通知）
IDの払い出し
V1MOEF0A

申
請
者

（
荷
主
／

代
行
通
関

業
者
等
）

ログイン

ライセンス



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を「JAI：申請者情報照会」業務で確認してください。

経産省への申請者届出によりシステムに登録された情報

メールアドレスを含め、
変更があればすぐに経
産省に届出を！

26



27

NACCSセンターHP
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html
「３．貿易管理サブシステムを利用する場合の利用申込み手続きガイド」

次頁

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html
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ＮＡＣＣＳセンターへの利用申し込みは、
この３つの注意点にご留意ください

・処理方式は？
netNACCS

・業種は ？
輸出入者（貿サブ利用）

・料金プランは？
従量のみ

利用申し込み手続
ガイド ｐ．９

利用申し込み手続ガ
イド ｐ．１１

利用申し込み手続
ガイド ｐ．１３

料金プランの設定や請求先の登録が必要となっていますが、利用
料金が課金されることはありません。

29



NACCSパッケージソフトのインストール
NACCSパッケージソフトは ５種類 ありますので、

インストールするパッケージソフトを間違えないようにご注意ください！

システム区分は、「海上・航空共用」

業種は、「輸出入者（貿易管理サブシステム利用）」

パッケージソフトは、「貿易管理サブシステム利用者」

30



https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/tetsuduki/schedule.html

※ご希望の利用開始日を確認し、「利用契約関係申込締切日」までに、NACCSセンターにお申込みください。利用申込
締切日から利用開始日まで、１2営業日を要します。 また、IDを取得したら、速やかに経済産業省に申請者届出をして
ください。経済産業省への申請者届出から、マスタ登録までには2日程度を要します。 31

2018~2019年

電
子
申
請
の
利
用
開
始
日

〆
切



ＮＡＣＣＳセンターの問い合わせ先
※NACCSパッケージソフトのインストール、デジタル証明書の取得／更新等については、NACCSヘルプデスクへお問い合わせください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html

★NACCS業務全般に関するお問い合わせ（ヘルプディスク）

◆メールでのお問い合わせは、次のフォームをご利用ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info2.html

★お客様サポート・ソリューション営業等に関する担当課一覧

32

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info2.html
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（参考）パッケージソフトの動作環境について
※ NACCSパッケージソフト動作環境については、NACCSヘルプデスクにお問い合わせいただくか、

NACCSセンター掲示板の次のURLをご確認ください。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/requirements.html

NACCS掲示板⇒NACCSのご利用方法⇒
パッケージソフト⇒「Ⅰ.第6次パッケージソフト
関連」の「9. 動作確認環境」を確認ください。

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


ＮＡＣＣＳ ＩＤ
（８桁）

Ｖ１ＸＸＸ Ｆ０Ａ

利用者コード
（上５桁）

識別番号
（下３桁）

利用者コードは、会社に１つ
（貿サブの利用者コードは「V1」で始まります。）

社長＋委任された「申請者」となる
方の数＝幾つも取れます
（担当者の数ではありません）

（参考）NACCSのログオン利用者IDは、以下の構成の８桁となります。
※経済産業省や水産庁への申請は全部社長名で行っている、という場合は、「識別番号」は一つでOKです。

34



社長名で申請している場合

社長から委任を受けた専務名で申請している場合

社長から委任を受けた各事業部長名で申請している場合

申請

申請

申請

申請

申請

委任

委任

委任

委任

社長名

専務名

事業部長名

F0A

F0A

F0A

F0B

F0B

F0D

F0C

識別番号は１つ

識別番号は２つ

識別番号は４つ

委任を受けた事業部長が3人なら

申込みが必要な「識別番号」の数
申請業務を行う実務担当者の数ではありません！！

35



例えば事業部門ごとに「識別番号」（枝番）を取得して運用します

V1XXX
〇山商事（株）

F0A F0B F0C F0D
貿易管理室 機械事業部

営業課
食品部門
水産１課

食品部門
水産２課

鈴木社長 田中部長 鈴木社長 鈴木社長

社長名で
包括許可の申請

田中部長名で
工作機械の個別輸出
許可の申請

社長名で
「いか」の輸入割当の
申請

社長名で
「まぐろ」の事前確認の
申請

識別番号はいつでもNACCSセンターのHPから
追加申し込みできます。
（２日程度で取得できます）

36

NACCS IDの識別番号を社内で使い分けることも可能です
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経済産業省への申請者届出

経産省のNACCS電子申請のHP

下にスクロール

これ！

37



③F0Aに登録する者
（通常は社長）を記
載します。

④電子申請の際に、NACCSから送信されるシステム自動連絡
メールの宛て先になります。（社長のアドレスを記入するというこ
とではありません。）

⑤NACCS利用者IDを必ず記載してください。

①不要な文字を二重線で
消してください。

②NACCS利用者ID
を必ず記載してください。

⑥代表権を有する者から申請者として委任を受けた者として
NACCS利用者IDに登録する者を、すべて記載します。

⑦NACCS利用者IDの
枝場（識別番号）毎
に登録できます。

経済産業省への申請者届出書の記載例

電話番号、FAX番号、電子メールアドレスは、事務連絡用の番号を記載してください。 38

識別番号がF0Aのみの場合は、
左頁のみの提出になります。
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電子申請の基本操作

Part１ 申請まで



送受信履歴

申請書作成ソフト

※スタンドアローンで動きます
NACCSへ接続（ログオン）

業務コードは、業務メニューの最下位にあるこの＋をクリック

40

NACCSパッケージソフトの初期画面
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【申請者の業務コード】：申請者側の業務として、これらの業務を行うことができます！

外為法関連業務の業務コード一覧

業務コード 業務名 業務概要

ＪＡＡ 新規申請及び訂正申請
新規の電子申請、交付済みの電子ライセンスの訂正申請（有効期限延長など）に使います。添付書類もこれで一緒に添付し
て送ります。1回の送信で、10MB以内の制約があります。処理結果として、受け付けた整理番号を取得します。
※ＪＡＡ新規申請及び訂正申請のあと、必ずＪＡＰ進捗状況照会でステイタスを確認してください。

ＪＡＢ 補正申請
審査担当者から申請内容の補正依頼があった場合に、システムに登録されている申請書ファイルをダウンロードし、必要な修正を
施した後で申請書ファイルを送信します。
※補正申請する申請書ファイルは、必ずＪＡＧ申請済み申請書取得メニューからダウンロードしてください。

ＪＡＣ 取下申請 申請済みの申請を取り下げる場合に使用します。但し、取下申請は、ステイタスが「受理待ち」から「審査中」に限り可能です。

ＪＡＤ 再発行申請 書面で交付された許可承認証等を紛失等した場合に使用します。

ＪＡＭ 必要添付書類等照会 申請に必要な添付書類等に関する情報を照会する場合に使用します。

ＪＡＦ 添付書類等追加申請
ＪＡＡで一度に送りきれなかった添付書類（ＪＡＡで送付した後に、払い出された整理番号に紐づけて、残りの書類を送付する
場合）や、審査官から追加資料を求められた場合に使用します。

ＪＡＰ 進捗状況照会 申請の進捗状況を照会する場合に使用します。年月日を指定することにより、過去の申請案件の一覧も確認できます。

ＪＡI 申請者情報照会
貿易管理サブシステムに登録している申請者情報を確認できます。※ライセンスに表示される申請者名（会社名、代表者名、
住所）やメールアドレスが正しく登録されているか必ず確認ください。変更する場合は、申請者届出手続が必要になります。

ＪＡＧ 申請済み申請書取得
前回申請時の申請書ファイルを流用する場合や、補正・訂正申請を行う場合にシステムに登録された申請書ファイルをダウンロード
します。申請者のＰＣに保存されたファイルを修正しても、補正・訂正申請で「受付無効」になります。

ＪＣＡ 通関業者指定
許可がおりた電子ライセンスにアクセスできる通関業者を指定します。（９９９事業所まで指定できます。）
※2018年3月18日より、輸出入者の通関業者指定の権限を、通関業者へ委任できるようになりました。

ＪＣＩ 指定済み通関業者照会 指定中のリストを取得します。

ＪＣＣ 指定済み通関業者解除 通関業者の指定を解除する場合に使用します。

ＪＴＳ 電子ライセンス情報照会
電子ライセンスの内容を書面ライセンスのイメージ（PDF）でダウンロードできます。通関後であれば、裏面には、裏書状況が記載
されています。※NACCSの障害停止に備え、ダウンロードし保存しておいてください。

ＪＴＵ 裏書情報照会 裏書情報の履歴・内容を照会する場合に使用します。
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【手順１】申請書作成ソフトを立ち上げ、まぐろの申請様式を選択します

Click!

これを選択！

申請書作成ソフトが立ち上がります。

申請書作成ソフト

様式選択

Click!
申請書が開きます

（次頁）

１

２

３

４

５

６



これがまぐろの申請様式です

最
新
様
式
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
下
さ
い
。
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申請窓口（FAJ:水産庁資源管理部漁業調整課）を、▼→ドロップダウンリストから選択

44

【手順２】申請様式に入力します

原産地国コードを、参照ボタン→マスタ選択画面から選択

品目コードを、▼→マスタ選択画面から選択

商品コードを、▼→マスタ選択画面から選択

紙交付希望の有無を、▼→マスタ選択画面から選択
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入力が完了しました！ 内容検証（次頁）でエラーがあるとこのようにNGマークが出ます

45



Click!

【手順３】内容検証します

NGの例

46
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【手順４】作成した申請書ファイル（拡張子.jet）を、任意の場所に別名で保存します

「ファイル」→「別名で保存」

保存場所（最初は迷子にならないようにデスクトップなどに置くことをお勧めします）

ファイル名は、申請年月日や取引名など自由に分かりやすい名前にしてください

47



このように、申請に必要な書類を一つのフォルダにまとめます。

48



【手順５】NACCSにログオン

利用者ＩＤとパスワードを入力してＮＡＣＣＳにログオンします
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50

【手順６】外為法の業務ツリーを表示させます

ここをクリックすると外為法関
連業務コードが表示されます
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【手順７】「JAA：新規・電子ライセンスの訂正申請」業務で電子申請します
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１

２

３

Click!

Click!

申請書ファイルと添付書類を添付します

まぐろの申請種類番号「B40」を入力します

４

最後に「送信」をクリック！



送信後、この「受理待になり
ました」メールが来ればＯＫ
です！
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JAP進捗状況照会

照会結果

整理番号を入力して送信！
「受付無効」となった場合の確認事項
1. 申請書の「内容検証」ボタンを押

していますか？
2. JAAで入力する3桁の申請種類

番号は正しいですか？

受付無効になってます！( > <)/

【手順８】受理待ちメールが来ない場合は、「JAP：進捗状況照会」業務で状況を確認します



受付無効を防ぐ四天王！
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内容検証を押しましたか？

◆JAA業務（新規申請または訂正申請）
◆JAB業務（補正申請）
この申請書が、どちら用の様式かを表示

◆JAA業務（新規申請または訂正申請）
◆JAB業務（補正申請）
の画面の「申請種類番号」の入力欄に入力する番号

「古い様式」と表示される場合は、次を確認ください。
 補正申請や訂正申請の場合、申請書ファイルはJAG業務（送付

済み申請書取得）でダウンロードしたものですか？
 保存するとバージョンが古い様式になってしまう場合、以下のアップ

グレード作業を試してください（NACCS掲示板より）。
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/docs/20170
92700129/



電子申請の基本操作

Part２ 申請したあと
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補正申請
◆「補正」とは、申請中に申請書ファイルの内容を直すことです。
◆添付書類の差し替えや追加は、システム上の「補正」業務ではありません。（「JAF：添付書類の追加」参照）

補
正
依
頼

補正申請

ここを直して
ください。

直しました！

補正依頼 補正申請

職権修正
（スペルミス等
軽微な修正）

許可
（電子ライセンスの発行）

システム

次回流用

補
正

修
正

最初の申請書

補正後の申請書

申請書の確定版 Jetファイルをシステム
からダウンロード！

ダウンロード

送信

56



補正申請の操作方法

申請済み申請書（.jetファイル）を取得し、修正する
•①NACCSパッケージソフトから、「JAG 申請済み申請書取得」を呼び出す
•②JAG画面にて、取得したい案件の整理番号を入力して、「送信」ボタンをクリックする
•③添付ファイル欄に申請書（.jetファイル）が付いて返ってくるので、それをダブルクリックする
•④申請書作成ソフトが起動し、「補正/流用/キャンセル」のダイアログが表示されるので、「補正」ボタンをクリックする
•⑤申請書（.jetファイル）が開くので、審査官から指示をうけた補正が必要な項目を修正する
•➅修正が完了したら、「内容検証」を行い、「ファイル」メニューから「別名で保存」を選択して保存する
•⑦保存先を選択し、ファイル名を入力して「保存」ボタンをクリックする ※ファイル名は「補正」と分かるようにしてください

補正申請を行う
•①NACCSパッケージソフトから、「JAB 補正申請」を呼び出す
•②JAB画面にて、「添付ファイルの追加」ボタンをクリックして、補正した申請書（.jetファイル）を添付する
•③補正元の「申請種類番号」と「補正元整理番号」を入力して、「送信」ボタンをクリックする
•④送信が完了すると、整理番号が表示される ※「補正無効」とエラーメッセージが出た場合は、次頁をご確認ください
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「JAB 外為法 補正申請」後に、「補正無効」のエラーメッセージがシステムから届いた場合、
次のことを先ずご確認ください。

A) JAGでダウンロードしたファイルを「補正」ボタンで開いていますか？ ⇒ 「JAG 送付済み申請書取得」から、整理
番号を入力して送信し、添付ファイルの申請済みの申請書（.jetファイル）を選択して「補正／流用／キャンセル」の
うち、「補正」ボタンからダウンロードしてください。申請書（.jetファイル）の最上部欄に、補正元整理番号が既に採番
されていればOKです。

B) 「内容検証」を行っていますか？ ⇒ 補正無効となった申請書ファイル（.jet）の上部メニューから「申請書」→「内
容検証」をクリックし、または左上の「内容検証」ボタンを押して、 「検証結果」の指摘事項を確認し、申請書ファイル
（.jet）の該当箇所（赤い「NG」マークが付いていますのですぐ分かります）を修正し、再度内容検証を行い、「検証
結果 内容検証の結果、指摘事項はありません。」と出たらOKです。

C) JABで送信していますか？ ⇒ 新規申請では「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」から送信しますが、補正申
請は「JAB 補正申請」にて行ってください。

D) JABで入力する3桁の申請種類番号は正しいですか？ ⇒ 申請様式毎に番号が違いますので、「JAB補正申請」
の画面の左端中央の「入力項目ガイド」で「申請種類番号」を確認し、申請書ファイル（.jet）の様式と一致した3桁
の「申請種類番号」を入力ください。 ※補正依頼を受ける前の、当初の申請種類番号に揃えてください（ライセンス
が下りる前の修正が「補正」、ライセンスが下りた後の修正が「訂正」となります）。

E) 添付書類の追加だけなのにJABで送っていませんか？ ⇒ 申請書（.jetファイル）の補正が必要な場合は「JAB
補正申請」ですが、添付書類だけを追加して送る場合は、「JAF 添付書類等追加申請」から行ってください。

F) 補正できない項目を直していませんか？ ⇒ 「JAP 進捗状況照会」で受付無効理由を確認いただければその旨が
記載されています。先ずは、経済産業省 貿易管理課 電子化・効率化室（qqfcbj@meti.go.jp）にお問い合わ
せください。当該申請書（.jetファイル）を「JAC 取下申請」したうえで、指摘された項目を修正した申請書（.jetファ
イル）を「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」にて提出する必要があります。

補正無効への対処
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補正無効となった場合の確認すべきポイント６つ

A) JAGからダウンロードしたファイルを「補正」ボタンで開いて
いますか？

「JAG 送付済み申請書取得」から申請書（.jetファイル）を
ダウンロードしてください。自分のPC等に保存したものを補正する
のではなく、必ずシステムからダウンロードした申請書（.jetファイ
ル）を補正してください。
（注：JAGからダウンロードして「補正」で開いた申請書ファイル
は、入力欄最上部の「整理番号」の欄に「補正元整理番号」が
既に記載されています。ここが空欄の申請書は、JAGからダウン
ロードしたものではありません。）

B) 「内容検証」を行っていますか？
補正無効となった申請書（.jetファイル）の上部メニューから

「申請書」→「内容検証」をクリック、または左上の「内容検証」
ボタンを押して、 「検証結果」の指摘事項を確認してください。
申請書（.jetファイル）の該当箇所（左脇の「検証結果」欄に
赤い「NG」マークが付いていますのですぐ分かります）を修正し、
再度システムで「内容検証」を行い、「検証結果 内容検証の
結果、指摘事項はありません。」とメッセージが出たらOKです。
（注： 目視確認ではなく、システム上の「内容検証」ボタンを
押してください。）
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C) JABで送信していますか？
新規申請では「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」から送信しま
すが、補正申請は「JAB 補正申請」にて行ってください。

E) 添付書類の追加だけなのにJABで送っていませんか？
申請書（.jetファイル）の補正が必要な場合は、「JAB 補正申請」
ですが、添付書類だけを追加して送る場合は、「JAF 添付書類等追
加申請」から行ってください。
添付書類の追加については、後述の（参考３）添付書類等追加
申請をご参照ください。

D) JABの申請種類番号は正しいですか？
「JAB 補正申請」の画面で入力する「申請種類
番号」が異なっている場合です。補正申請では、
補正元案件の申請時の「申請種類番号」と同じ
ものを入力してください。

※こちらの「入力項目ガイド」を
ご参照ください。

◆申請書ファイルの「補正」（申請中）
◆ライセンスの「訂正」（許可後）

JAA、JAB業務で入力する
申請種類番号を表示

補正無効となった場合の確認すべきポイント６つ
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F) 補正できない項目を直していませんか？
輸入割当申請の「数量・金額」、包括許可申請の「新規・更新の別」
や「原許可番号」、「紙交付希望の有無」等、補正できない項目があ
りますのでご留意ください。 詳細については次頁の（参考１）補正で
きない項目リストをご参考ください。
（注：特に、「紙交付希望の有無」について、電子ライセンスにするつ
もりが誤って「1:書面ライセンス希望」と選択してしまった場合、通常の
紙の許可証と同じ扱いになります。補正申請にて、「0:電子ライセンス
希望」と直すことは不可ですので、ご注意ください。）

※補正できない項目について補正依頼があった場合は、先ず、経済
産業省 貿易管理課 電子化・効率化室までお問い合わせください。
担当審査官と協議のうえ、次の対応となる場合もあります。
①補正依頼された申請書（.jetファイル）を含む申請一式を「JAC 
取下申請」から取下げる。
②指摘された項目を修正したうえで、申請書（.jetファイル）を新たに
再度「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」にて送信する。

 補正申請を行ったら、必ず「JAP 進捗状況照会」から、ステータスが「補正受理待」となっていることを確認してください。
ステータスが「補正無効」となっている場合は、審査官に補正申請が届いていません。 「補正無効」に気付かずに、数日
経過してしまうことのないように、必ず「補正受理待」となったかどうかをご確認ください。

 なお、ご不明な場合は、経済産業省 貿易管理課 電子化・効率化推進室までメール（qqfcbj@meti.go.jp）又は
URLお問い合せフォーム（https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/boekikanri/questionnaire）
あてにご連絡ください。URLのご案内や、画面のご説明等で、電話よりもメールでのご案内が、効率的なケースが多いこと、
並びに正確な回答がしやすいことから、メールや問い合わせフォームでのお問い合わせをお願いいたします。

①
②

補正無効となった場合の確認すべきポイント６つ
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（参考１）補正できない項目リスト
申請項目名 対象申請様式＊1

１ 輸入承認種類区分 輸入承認申請（2の2号含む）
輸入2号承認申請

２ 輸入割当証明書番号 輸入承認申請（輸入承認種類区分が「S6」以外）

３ 数量/金額の別
（一度数量欄に入力したが、改めて金額欄に入力
するケースは不可という意味）

輸入割当申請
輸入承認・割当申請
輸入承認申請（2の2号含む）
輸入2号承認申請

９ ロシア連邦漁業庁が発給した証明書番号 事前確認申請(かに)

１０ 紙交付希望の有無 電子専用申請(包括輸出承認申請、事前同意相談申請)以外の申請様
式

１２ 事前相談区分 事前同意相談申請

１３ 輸出販売区分 事前同意相談申請

１４ 許可番号 事前同意相談申請

１５ 電子・紙の別 事前同意相談申請

１６ 許可番号の入力件数 事前同意相談申請
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申請書（.jetファイル） の末尾欄の「紙交付希望の有無」について、電子ライセンスにするつもりが誤って「1:書面ライセンス希望」と選択してしまった場合、
基本的に審査官は申請者の希望に沿って紙の許可証を交付します。審査中に気付いても補正申請で、「0:電子ライセンス希望」と直すことができませんので
ご注意ください。

ただし、審査官は申請者の希望にかかわらず紙交付か電子ライセンス交付か自由に処理できますので、ライセンスが交付される前であれば、まずは審査官
に希望を誤った旨をご相談ください。



申請を取り下げる場合（取下申請）
一度電子申請したものを取り下げる場合は、「JAC 取下申請」を
クリックして、必要な情報を入力して送信するだけです。

但し、申請済み申請書のステイタスが「受理待」から「審査中」の
場合のみ取下申請することができます。
また、添付書類等追加申請、取下申請、再発行申請、履行報
告等申請については取下げすることはできません。

＊（水色欄）は必須入力項目です。

注：電子ライセンスの場合、現在、
「返納」の機能がありません（「JAC 
取下申請」で対応できません）。

電子ライセンスを返納したい場合、
先ずは、ライセンスを交付した申請
窓口に電話で「返納したい」旨を、ご
相談ください。
審査官側で、電子を紙に切り換える
ことにより、電子ライセンスを無効化
します。
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（参考２）取下申請



添付書類を追加する場合
（添付書類等追加申請）

電子申請した案件に添付書類を追加する場合は、
「JAF 添付書類等追加申請」の画面で「添付元整
理番号」を入力し、クリップマークのアイコンで書類を
添付して送信ボタンをクリックします。

なお、一度送信した添付書類を撤回することはでき
ません。「差し替え」は、審査官側で当該添付書類
を無効化して、申請者から新たな添付書類をJAF
で送信することになります。

参考：申請書（.jetファイル）と添付書類をフォルダで保存・管理するイメージ

（注）送信した添付書類の内容を、後から
申請者側で確認することは、現時点ではで
きません（※JAGでダウンロードできるのは
申請書（.jetファイル）のみです）。

送信する申請一式（添付書類を含む）は
申請者自身のPC上でフォルダに一括する等
分かりやすく保存・管理することを推奨してお
ります。

①
②

③

一度に10MBまで
添付できます

（参考３）添付書類等追加申請
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26

補正申請 訂正申請
タイミング 申請中の内容に関し、審査官からの補正依頼をうけて、

申請者が修正する場合
許可されたライセンスに関し、経由地・数量等の変更や
有効期限の延長要望などがある場合

JAG画面の
入力項目

申請中の整理番号を入力 ※ライセンスが交付されてい
ないので、ライセンス番号は入力できません

整理番号又は許可承認証等番号（ライセンス番号）
のいずれか一方を入力

JAG画面で
呼び出した
ファイルを開
く際の表示

「補正/流用/キャンセル」のダイアログが表示されるので、
「補正」ボタンをクリックする

「訂正/流用/キャンセル」のダイアログが表示されるので、
「訂正」ボタンをクリックする

JAB又は
JAAで入力
する「申請
種類番号」

JAB 補正申請では、補正元案件の申請時の「申請種
類番号」と同じものを入力してください
（注：補正元案件が訂正申請である場合は、「申請種
類番号」の下三桁目は「９」になります）

JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請で、訂正申請の
場合、「申請種類番号」の下三桁目は「９」になります
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（参考4）補正申請と訂正申請の違い



交付された電子ライセンスの内容を「訂正」したい場合（有効期限の延長や、数量・金額を変更する場合）は、
「JAA：外為法 新規･電子ライセンスの訂正申請」を行います。

訂正申請の操作方法

申請済み申請書（.jetファイル）を取得し、修正する
•①NACCSパッケージソフトから、「JAG 申請済み申請書取得」を呼び出す
•②JAG画面にて、取得したい案件の整理番号、又は許可承認等番号（電子ライセンス番号）のいずれかを入力する
•③「送信」ボタンをクリックすると、添付ファイル欄に申請書（.jetファイル）が張り付くので、それをダブルクリックする
•④申請書作成ソフトが起動し、「訂正/流用/キャンセル」のダイアログが表示されるので、「訂正」ボタンをクリックする
•⑤申請書（.jetファイル）が開くので、訂正が必要な項目を修正する
•➅訂正が完了したら、「内容検証」を行い、「ファイル」メニューから「別名で保存」を選択して保存する
•⑦保存先を選択し、ファイル名を入力して「保存」ボタンをクリックする ※ファイル名は「訂正」と分かるようにしてください

訂正申請を行う
•①NACCSパッケージソフトから、「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」を呼び出す
•②JAA画面にて、添付ボタンをクリックして、訂正した申請書（.jetファイル）を貼り付ける
•③「申請種類番号」を入力して（※訂正申請の場合は、下三桁目は「９」になります。）、「送信」ボタンをクリックする
•④送信が完了すると、整理番号が表示される ※「受付無効」とエラーメッセージが出た場合は、次頁をご確認ください
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訂正申請をして、受付無効となったら．．．
 電子申請にて分割交付を希望して、分割交付分の許可承認等を全て受け取っていない場合は、訂正申請

できません！！ ⇒ 経済産業省 貿易管理課 電子化・効率化推進室、又はライセンスの交付窓口あてにご
連絡ください。

 「内容検証」を行っていますか？ ⇒ 受付無効となった申請書（.jetファイル）の上部メニューから「申請書」
→「内容検証」をクリックし、または申請書（.jetファイル）左上の「内容検証」ボタンを押して、 「検証結果」
の指摘事項を確認し、申請書（.jetファイル）の該当箇所（赤い「NG」マークが付いています）を修正して、
再度内容検証を行い、「検証結果 内容検証の結果、指摘事項はありません。」と出たらOKです。

 ライセンスが税関で仕掛かり中（申告に使用中）だと訂正申請できません。
 JAAで入力する3桁の申請種類番号は正しいですか？ ⇒ 申請様式毎に番号が違いますので、「JAA 新

規・電子ライセンスの訂正申請」画面の左端中央の「入力項目ガイド」で「申請種類番号」をご確認いただくか、
又は 申請書（.jetファイル）の上部に表示されている「申請種類番号」を確認してください。

※JAA画面で入力する「申請種類番号」は、「新規」の
場合と「訂正」の場合で異なります。 基本的に、訂正の
場合は申請種類番号の末尾は「９」になります。

 訂正申請を行ったら、必ず「JAP外為法 進捗状況照会」から
ステータスが「受理待」となっていることを確認してください。ステー
タスが「受付無効」となっている場合は、審査官に訂正申請が
届いていません。「受付無効」に気付かずに数日経過してしまう
ことのないよう、必ず「受理待」となったかどうかご確認ください。

訂正申請の受付無効への対処
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電子ILの税関申告と裏書の留意点
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許可が下りました！
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荷主から通関業者への電子ライセンス番号の通知

適宜、便利な方法でライセンス番号を通関業者にお伝えください。
※JCA業務（通関業者指定）をしたら、自動的に通関業者にライセンス番号が通知されるわけではありません！！

システムメール「電子ライセンス交付の
お知らせ」を通関業者にメールで転送
する

JTS業務でプリントアウトした電子ライセンスの
交付イメージを通関業者にメールに添付して
送る例

例
ラ
イ
セ
ン
ス
番
号
の
通
知



１．電子ライセンス毎に通関業者を指定する【業務コード：JCA】
 通関業者に電子ライセンスへのアクセス権を付与します。
 電子ライセンスの番号と通関業者の５桁のNACCS利用者コード（事業所コード）をセットで入力 → 送信します。

② 送信ボタンをクリック。
（即時、全国どこの税関官署でも、指定された通関
業者による通関申告が可能となります。）

① 電子ライセンスの許可番号
と通関業者のNACCS利用者
コードをセットで入力

71

以降の通関業者指定の業務を
通関業者に委任する場合に
チェックを入れる

 チェックの付いた通関業者は、以降の関業者指定業務を荷主に代わ
って行うことが可能



 業務メニューから「JTS：電子ライセンス情報照会」業務を呼び出します。
 照会した電子ライセンスは、書面ライセンスのイメージで、ＰＤＦファイルとして取得できます。

２．電子ライセンスの内容を確認する【業務コード：JTS】

①照会したい許可承認証等を電子
ライセンス番号で指定します。
電子ライセンス番号は、交付時に

送付された連絡メールからコピペして
貼り付けることをお勧めします。（半
角スペースが入らないよう注意！）

③返ってきた画面のここにPDFが添付されています
→ ダブルクリックで開く！

②送信ボタンをクリックすると、照会した許可承認証等が、
添付ファイル欄に取得・追加されます。
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「JTS：電子ライセンス情報照会」業務でダウンロードできるライセンスイメージ（PDF）

確認申請書
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確認書 裏書面
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事項登録

（IDA）

裏書き

（JTB）

本申告

（IDC）

重要！
＜操作手順＞この手順を守ってください！

３．申告業務

貿
サ
ブ
側
の
処
理

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
側
の
処
理

１

２

３

JTB：裏書情報呼び出し
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JKAJ 2018-TUN1-S00193 電子ライセンス

通関に使用する事前確認書が書面の場合と電子ラ
イセンスの場合では識別コードが変わります！

４．申告事項登録【業務コードIDA】

税関申告事項登録の注意点
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「輸出承認証番号等」に入力すべき識別コード

電子

紙

電子ライセンスは末尾が「Ｊ」！



外為法関連貨物の申告データ（通関データ）のみ貿サブ側へ転送

翌日の朝
の一括バッチ転送

申請件数
５万件（うち電子ライセンス ２万件）

外為法の通関件数
３０万件（うち電子ライセンス１８万件）

通関件数（税関許可ベース）
５０００万件の通関データ

貿サブは、NACCS本体との間で外為法関連貨物の申告に係るデータをやり取りしています。
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事項登録
（EDA/IDA）

裏書き
（JTB）

本申告
（EDC/IDC）

重要！＜操作手順＞この手順を守ってください！



IL(18-IQ)OSA-S12345

IL(18-IQ)FUK-10987

ILNJ

ILNO
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NACCS本体とのデータ通信（電子ライセンスの場合だけ即時オンライン転送！）

電子ライセンスの場合はJTBという
NACCSの後続業務があるため申告

情報を即時オンライン転送！

＜IDA＞

申告データ

NACCS本体 貿易管理サブシステム

外為法関連の申告情報を翌日
の朝に一括バッチ転送

即時オンライン転送

ルート１

ルート２



80

●通関実績データの抽出条件について
以下のいずれかの抽出条件に合致するNACCS申告データが、貿易管理サブ側に送信されます。

輸出／輸
入

条件 抽出条件 備考

A
「輸出承認証等識別」に貿易管理サ
ブの識別コードが含まれる場合

輸出許可：FENO、FENJ
輸出承認：ELNO、ELNJ

B
「輸出承認証等区分」が「NO」以外
の場合

FE：　外国為替及び外国貿易法（以下、「外為法」という）第４８条第１項に該当するもの（輸出貿易管理令（以
下、「輸出令」という）第４条第１項第３号イから二または第４号イから二該当の有無を含む。）
N1：　「FE」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
E1：　輸出令第２条第１項第１号または第１号の２に該当するもの
N2：　「E1」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
E2：　輸出令第２条第１項第２号に該当するもの
N3：　「E2」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
FT：　外国為替令第６条、第８条または第１７条第２項に該当するもの

NO：　上記に該当しないもの（輸出承認等不要の場合）（輸出令第４条第１項第３号イから二または第４号イ
から二非該当を含む。）

C
「輸入承認証等識別」に貿易管理サ
ブの識別コードが含まれる場合

輸入承認：ILNO、ILNJ
事前確認：JKAK、JKAJ

D
「輸入承認証添付識別」が「F」以外
の場合

Ｉ：　輸入承認証（有為替、または無為替及び有為替両方がある場合）
（空白）：未記入
　　⇒申告事項の申告等種別が「Ｈ：輸入（引取）申告」または「Ｎ：特例委託輸入（引取）申告」の場合で品目
コードが６桁で入力されている場合、輸入承認証添付識別は入力不可。その他の場合は任意入力

Ｆ：　輸入承認証（無為替）

輸出

輸入

通関システム（NACCS本体）→ 貿サブへのデータ転送要件

FENJなどの電子ライセンスであることを示す識別コードが入力された場合のみ、
オンラインとなります。（それ以外は翌日のバッチ転送）



５．裏落とし

「JTB：裏書情報呼び出し」業務をクリック
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申告番号は10桁を入力
（末尾の枝番は不要）

この３つを入力
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確認書 裏書面

取引明細項番



共通部で残数等を確認
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税関申告欄

繰返部で送状数量を入力
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IDAの繰り返し部

たこ

まぐろ
ライセンス使用
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税関の欄部と裏書の欄部を、
同じ欄部でシステムが突合します



繰り返し部の入力が共通部に反映されます
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＜手順１＞
JTS業務で電子ライセンスのPDFをプリントアウトし、裏書の該当箇所を手書きで修正（裏書忘れの場合

は、空欄部分に手書きで裏書を施す）したものを税関に提示し、確認のスタンプをもらう

＜手順２＞
↓こちらから「裏書情報事後訂正（変更）願い」の様式に入力してプリントアウト

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html#sousa

＜手順３＞
①裏書事後訂正願い、②電子ライセンスのＰＤＦ（税関確認印ありのもの）、③輸出（入）許可通知書、
④インボイスの４点をＰＤＦで電子化・効率化推進室 qqfcbj@meti.go.jp 宛にメールで送付

＜手順４＞
経産省電子化・効率化推進室から「システムロック解除」のメールを受けたらＪＴＢ業務で裏書を訂正、訂正
が完了したら直ちにその旨を返信、経産省側で確定処理（再度のシステムロック）を行い、完了
※なお、メールで提出された書類（PDF）の原本の後日郵送は不要です。

裏書事後訂正の手順
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ライセンス番号

mailto:qqfcbj@meti.go.jp


■ 裏書きをしないで税関許可が下りた場合
NACCS上のステイタスは「未確定エラー」となっておりシステムロックは掛かっていない状況。したがって、JTB業務で裏書を施すことが可能、
ただし、税関許可年月日記名押印欄は空白。あとは事後訂正の手順により対応。

■ 電子ライセンスなのにFENO／ELNO／ILNO／JKAKを入力した場合
申告データが翌日のバッチ転送となるため、その日はJTB業務不可。

■ 紙ライセンスなのにFENJ／ELNJ／ILNJ／JKAJを入力した場合
電子ライセンスの情報がシステムにないため、JTB業務でライセンス番号を入力しても呼び出せない。

■ BP・IBPの場合
IBPの時にシステムロックが自動的に外れないため裏書事後訂正の手続が必要。

■ 輸出取り止め再輸入（EEA/EEC業務）となった場合
輸出取り止め再輸入によりＡという申告の裏書きを削除する場合、税関側で輸出取止め再輸入の許可がなされることにより申告が撤回
中の状態となり、「JTC：裏書取消」業務のみが可能な状態となる（JTB業務は不可）。したがって、経産省への連絡は不要。

■ 経産省のライセンス番号も識別コード等の外為法フラグもいずれも入力がない場合
リカバリー不能

事項登録
（EDA/IDA）

裏書き
（JTB）

本申告
（EDC/IDC）

重要！＜操作手順＞この手順を守ってください！

NACCS統合時の仕様変更により申告事項登録時にチェック可能とする予定

NACCS統合時の仕様変更によりIBPの際のJTB業務を可能とする予定

NACCS統合時の仕様変更により申告事項登録時にチェック可能とする予定

NACCS統合時の仕様変更により申告事項登録時にチェック可能とする予定

まとめ
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ケーススタディ

（実際によくある問い合わせから）
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事項登録の時に、申告に使用する電子ライセンス番号も識別コードも入力したが、うっかり裏書をせずに
本申告してしまい、そのまま許可になってしまった。

裏書忘れ

＜解説＞
正常に裏書がなされて税関許可が下りた後は、システム上ロックがかかってJTB裏書業務はできなくなります。ただし、

裏書がない場合はシステム上、「確定エラー」となり、未確定の状態となるためロックがかかりません。したがって、「とりあえ
ずやってみるか」と言ってJTBを叩くとそのまま裏書ができてしまいます。しかしながら、この場合は、裏書ができても、税関
許可後であるため税関未確認の状態となりますので、「税関許可年月日・記名押印欄」が空白のままとなります。した
がいまして、結局のところは、裏書事後訂正の手続きを踏むことが必要となります。

＜回答＞
裏書忘れで許可が下りてしまったら、まずJTB業務で裏書をしてください。その後、JTS業務でプリントアウトした電子ラ

イセンスのPDFを税関に持参して、空欄となっている「税関許可年月日・記名押印欄」に税関の確認印をもらってくださ
い。あとは通常の裏書事後訂正の手順です。経産省の電子化・効率化推進室では、税関の確認を確認して、「確定
ボタン」を押し、それにより「税関許可年月日・記名押印欄」に情報が記載され完了です。

ケーススタディ １



本申告後に裏書をするものだと思っていたので、本申告後に裏書をしようとしたところ、区分１で即時許可
が下りてしまったが、JTBを叩いたら裏書ができたので、「OK！」と思ってそのままにしておいた。
ところが、何日か経ってから、荷主から「電子ライセンスの裏書で、税関許可年月日・記名押印欄の箇所が
空欄なんだけど、どういうことか？」と電話がかかってきた。

順番間違い

＜解説＞
ケーススタディ１と同じです。

＜回答＞
JTS業務でプリントアウトした電子ライセンスのPDFを税関に持参し、空欄となっている「税関許可年月日・記名押印
欄」に税関の確認印をもらってください。あとは通常の裏書事後訂正の手順です。（ケーススタディ１と同じ。）

JTS業務（電子ライセンス情報照会）は通関業者だけの業務ではありません。荷主も行うことができます。荷主は、
基本的に、通関が完了したらJTS業務で通関の状況を確認することになっています。荷主よりも先にミスに気付くことが
重要です。

なによりも、「事項登録 → 裏書 → 本申告」。 この順番を守ることが肝要です。

ケーススタディ ２
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経産省の輸出許可の電子ライセンスを使用して申告すべきところ、荷主と通関業者の間の連絡に齟齬が
あり、通関業者は一般の輸出と認識して申告を行い、税関の許可が下りた。後日、裏書がないことに気
付いた荷主から速やかに裏書をするように電話があった。

外為法フラグなし

＜解説＞
外為法フラグがない場合は、NACCS本体から貿サブへの通関に関するデータ転送がなされません。
裏書は貿サブ側の業務であるため、通関データが転送されなければ裏書ができません。

＜回答＞
裏書はできません。（リカバリー不能）
水産物のILなど残数管理にも多大な影響が及びますので十分ご注意ください。

ケーススタディ ３

外為法関連フラグなし
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輸出者であるＡ社は、輸出許可の電子ライセンス番号をインボイスに記載し、別1該当貨物であることを伝
えた上でＢ社に通関を依頼している。依頼を受けたＢ社は、Ｃ社（クーリエと呼ばれる国際宅急便）を利
用して輸出を行っている。以前からＡ社は、輸出後でも電子ライセンスに裏書きがされず、E/Lが使用された
かどうか確認できないため困っており、Ｂ社に照会したところ、Ｃ社はマニフェスト通関という簡易な通関手続
きで輸出しており、マニフェスト通関の場合はE/Lを税関に提示する必要がないので裏書きがないという回答
であった。

マニフェスト通関

＜解説＞
関税法基本通達 第6章 通関 第1節 一般輸出通関
（マニフェスト等による輸出申告）
67―2―5 航空貨物混載業者が扱う貨物で、次に掲げる全ての条件に該当する貨物については、後記67―2―6
に定めるところにより、輸出申告を行うことができるものとする。
(1) 混載貨物運送状（House Air Waybill）に基づく貨物であって、一の混載貨物運送状の価格が20万円以下
のもの
(2) 法第70条第1項又は第2項の規定による他法令の証明又は確認を要しないもの
(3) 輸出を条件とした関税等の減免戻税の対象とならないもの
(4) イラン、イラク又は北朝鮮を仕向地としないもの

＜回答＞
マニフェスト通関は「輸出マニフェスト通関申告」業務（業務コード：ＭＥＣ）を利用して送信することにより申告番
号は払い出されますが、そもそも他法令確認が必要な申告を想定していないため経産省のライセンスに関する登録業
務がないため、後から事後的にライセンスに裏書することができません。（リカバリー不能）

ケーススタディ ４
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荷主から電子ライセンスである旨の連絡があったが、電子ライセンスによる通関は初めてであった。
輸出申告事項登録の際に、「輸出承認証番号等」の欄には電子ライセンスの番号を、「識別コード」の欄に
は、これまでの紙のライセンスの時と同じ「FENO」を入力した。

FENO、ELNO等

＜解説＞
「識別コード」欄に紙のライセンスであることを示す「FENO」等が入力されると、システムはライセンスが「紙」だと判断して、
NACCS上の裏書という後続業務が切断されます。（つまり、JTB裏書業務ができなくなります。）
また、NACCS本体から貿サブへのデータ転送が翌日のバッチ転送となります。

＜回答＞
（１）本申告前に気付いた場合
再度EDAを行い、「FENJ」を入力してください。NACCS本体からのデータ転送がオンラインとなり、本申告前にJTB裏書
業務が可能となります。

（２）本申告を行ってしまった場合（NACCS本体からのデータ転送は翌日のバッチ転送となります）
①許可前に気付いた場合

EDA01（申告変更事項登録）を行い、 「FENJ」を入力して許可を得てください。その場合でもNACCS本体からのデ
ータ転送は翌日のバッチ転送となるため、その時点で裏書はできませんが、そのままEDE（申告変更）を行い、税関の
許可を得てください。翌日、裏書事後訂正の手続きにて裏書が可能となります。
②許可後に気付いた場合

EAC（許可内容変更申請）を行い 、 「FENJ」を入力してください。翌日に裏書事後訂正が可能となる点は①と同じ
です。

ケーススタディ ５
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荷主は２つの電子ILを持っており、当初、IL(17-IQ)TKY-S00XXXで裏落としするように依頼を受けたが、
税関許可後になってから、残数の関係で IL(17-IQ)TKY-S00YYYの方で落とすように変更依頼があった。

許可後のIL差し替え

ケーススタディ ６

＜解説＞
使用する電子ライセンスの変更は税関許可後でも可能です。

＜回答＞
次の処理が必要です。
①EAC業務（許可内容変更申請）にて使用するライセンスを「X」から「Y」に変更する
②IL番号「X」の裏書を削除する
③IL番号「Y」に裏書する

JTS業務にてプリントアウトした両方の電子ライセンスに手書きで②と③の処理を行い、税関に持参してそれぞれ確認
印をもらってください。あとは通常の裏書事後訂正の手順です。経産省のシステム管理係がロックを解除した後で、②と
③のNACCS上の処理を行ってください。（②と③の順番はどちらが先でも構いません）
なお、裏書の削除はＪＴＢ業務でもＪＴＣ業務（裏書取り消し）でもどちらでも可能です。

輸入申告には、輸入許可後の
変更業務は存在しない
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荷主から輸出許可の電子包括ライセンスを預かり（通関業者指定を受け）、繰り返し輸出申告を行って
いたが、少額特例に該当する出荷の時に誤って同じように包括ライセンスを使用して通関してしまった。
少額特例の場合は包括ライセンスをしようしないように当局から指導を受けていたところ、当該申告で使用
した包括ライセンスを削除（使用しなかったことに）したい。

許可後のELの削除

＜解説＞
包括ライセンスには裏書がありませんので、この場合は、単に税関申告上の手続きの話になります。
（貿サブとは無関係）

＜回答＞
申告事項登録時に入力した電子包括ライセンスの番号を、EAC業務（許可内容変更申請）にて削除することで
対応可能と思われますが、税関またはNACCSセンターにお問い合わせください。

ケーススタディ ７
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第６次NACCSで輸出取り止め再輸入手続きがシステム化（EEA/EEC業務）されたが、その場合の
裏書の取り消しはどのように対応すればよいか。

輸出取り止め再輸入

＜解説＞
輸出取り止め再輸入によりＡという申告の裏書きを削除する場合、税関側で輸出取止め再輸入の許可がなされる
ことにより申告が撤回中の状態となり、「JTC：裏書取消」業務のみが可能な状態となる。
（JTB業務は不可）

＜回答＞
EEA/EEC業務（輸出取り止め再輸入）を行った場合、税関許可と同時に「JTC：裏書取消」業務が可能となる
ので、経産省システム管理係に連絡することなく（ロック解除の依頼も確定処理も不要）当該裏書を削除すること
ができます。

ケーススタディ ８
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輸入許可前引き取り承認（BP）は基本的に必ず事後に価格が決定するため、裏書の事後訂正が必要
になるが、どのように対応すればよいか。

BP/IBPの事後訂正

＜解説＞
基本的に通常の裏書事後訂正の手順となります。
ただし、次ページの例のように、ＢＰ承認（許可前引取承認）とＩＢＰ許可（輸入許可）で申告データが２件の
レコードとなるため、裏書も２行になります。

この２行の裏書は、
①片方が許可前引取承認、片方が輸入許可と記載されているが、それ以外は内容はすべて同一である
②この２行が、大抵の場合、次ページの例のようにとんでもないところに分散している
ので分かりにくいという課題があります。

＜回答＞
ＩＢＰ許可後に通常の裏書事後訂正の手続きにて訂正してください。
ちなみに、２行のいずれかを訂正すれば足ります。（両方直る）
税関の確認印をもらう際に許可前引取承認と輸入許可のどちらを手書き修正するかの規定もありません。

ケーススタディ ９



6/11ページ

10/11ページ

許可前引き取承認

輸入許可

申告番号は同じ

ＢＰの場合の例
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税関に申告する前に通関業者が電子ライセンスの内容を確認したところ、ライセンス上の単価が誤っている
ことが判明した。連絡を受けた荷主が、至急、経産省にライセンスの訂正申請を行ったが受付無効となった。

税関で気付いたライセンス上の誤り

＜解説＞
税関仕掛かり中の電子ライセンス（※）は、経産省へのライセンスの訂正申請ができません。
（※ 申告事項登録に入力された電子ライセンスのことを税関仕掛かり中という）

逆に、電子ライセンスの訂正申請中も、申告や裏書はできません。

ちなみに、裏書を忘れて税関許可を得た場合などの「確定エラー」の状態でも、システム上のステータスは「未確定」
状態のため、例えば水産物ILの有効期間の延長申請を行うことができません。

＜回答＞
輸出であれば再度EDAを行い、ライセンス番号を削除してください。

ケーススタディ １０

電子ライセンスの訂正申請（有効期限の延長、単価の訂正などのライセンスのアメンド・内容変更）中は、
当該電子ライセンスを申告に使用したり裏書業務（JTB業務）を行うことはできません。

逆も同じです



ケーススタディ１１
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輸出許可証（電子ライセンス）上の許可された貨物 NC工作機械３台
単価１千万円×３台＝合計３千万円

出荷の都合で、工作機械の本体のみ先に輸出することとなり、部品であるテーブル３台は後から出荷する
こととなった。工作機械の本体３台の輸出については、「工作機械３台」と申告、裏書を行った。
ただし、工作機械の単価１千万円の内訳は、本体800万円、テーブル200万円であったので、インボイス
金額は３台で2400万円であり、その通りに入力した。
その後、工作機械のテーブル３台、インボイス金額600万円を輸出しようとしたところ、ライセンス上の許可
数量は「３」であり、すでに３台を輸出したことになっているため、税関で止められた。

部品があとから送れなくなったケース

＜解説＞
先に輸出した本体分については、価格比にすると、0.8台×３＝2.4台
後から輸出するテーブル分については、価格比にすると、0.2台×３＝0.6台

＜回答＞
後からテーブルを輸出するためには、裏書事後訂正により、本体輸出時の裏書「船積数量３」を「船積数量２．４」と
訂正し、０．６台分を残すことが必要。（次ページ参照）
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本体のみ３台を先に輸出

あとからテーブル３台を輸出するために
裏書事後訂正
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操作説明書（裏書編）

こちらから入手してご利用下さい
http://www.naccs.jp/



もろもろの問い合わせ先③

①

②
経産省電子申請のHP

経産省関連新着情報

事後訂正の送付先
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☆ NACCSパッケージソフトのインストール
☆ デジタル証明書の取得/更新
☆ ログイン時やバージョンアップ確認時のエラー
☆ 操作方法に関する問い合わせ

NACCSセンター ヘルプデスクへお問い合わせ下さい！
0120-794-550

☆ 個別訪問説明（操作デモンストレーション含む）
☆ 経済産業省への申請者届出、ドラフトチェック

経済産業省 貿易管理課 電子化・効率化推進室へお問い合わせ下さい！
メール qqfcbj@meti.go.jp

URLお問い合せフォーム（https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/boekikanri/questionnaire)

☆ まぐろの申請書の記載方法、まぐろの申請に必要な添付書類など審査に関わること

水産庁 漁業調整課へお問い合わせ下さい！

電子申請に係る各種問い合わせ先のご案内
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