NACCSセンター概要
輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで
処理するシステムです。NACCSで処理する手続のひとつである税関における輸出入手続では、約99％が
NACCSによって処理されています。
NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）is a system that processes online procedures lodged with customs
and other relevant administrative authorities and related private-sector services for arriving/departing ships and aircraft and import/export
cargoes. Around 99% of Japan's import and export procedures are processed by using NACCS.

概要
Background
当社は、1977年10月に官民共同出資により設立された認可法人「航空貨物通関情報処理センター」を前身
とし、2003年10月に「独立行政法人通関情報処理センター」として改組されました。その後、2007年12月に

Overview of NACCS

NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）は、入出港する船舶・航空機及び

閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」により、企業経営による業務運営の更なる効率化、新規
業務展開による利用者利便の向上など、国際物流の更なる効率化やわが国の港湾・空港の国際競争力の
強化に資するために特殊会社として民営化することとされ、2008年5月30日に公布された「電子情報処理
組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、同センターを解散し、2008年
10月1日に「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」
（NACCSセンター）として設立されました。
The predecessor to our company, the "Nippon Air Cargo Clearance System Operations Organization," was established in October 1977,
as a semi-government organization jointly funded by the public and private sectors, before being transformed into the independent
administrative agency, "Nippon Automated Cargo Clearance System Operations Organization” in October 2003. Later, in December
2007, Cabinet passed the "Reorganization and Rationalization Plan for Special Public Institutions," and it was decided that the NACCS
Center would be privatized as a "special entity” with the objective of increasing the efficiency of international logistics and strengthening
the international competitiveness of Japan's ports and airports by making operations more efficient through improved corporate
management, and better servicing users by expanding the range of business services provided. The Center was dissolved pursuant to the
"Law for Partial Revision of the Act on Special Provisions, etc. of Customs Procedures Using Electronic Data Processing System”
promulgated on May 30, 2008, and incorporated as the "Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System, Inc. (NACCS Center)"
on October 1, 2008.

事業の内容
Business Description
当社は、NACCSの管理、プログラム開発・変更等同システムの運営に関する業務である輸出入等関連業務※1
と、当社の目的を達成するために財務大臣の認可を受けて行う業務※2を行っております。国際物流では、輸出
入者、貨物の運送事業者、貨物を保管する事業者、これら関係者を代理して行政手続を行う事業者、銀行、
保 険 会 社 、行 政 機 関 な ど 、多 く の 関 係 者 ※ 3 の 間 で 様 々 な 国 際 物 流 に 関 す る 情 報 が や り と り さ れ ま す 。
NACCSは、それらをオンラインで結び、貨物の流れに沿って必要な行政手続や各種業務を初めとした
関係者間での手続を総合的に処理することを通じて、情報の一元的管理や共有化、再利用を実現しており、
官民が共同で利用する日本で唯一のシステムであり、国際物流に不可欠なサプライチェーンマネジメントを
支援する総合物流情報プラットフォームです。
※1 輸出入等関連業務（本来業務）
：税関手続、空港・港湾手続、貿易管理手続、食品衛生手続、検疫手続(人)、動物検疫手続、植物検疫手続、入国管理手続に関する業務
※2 財務大臣の認可を受けて行う業務（目的達成業務）の例：ベトナム、ミャンマーに対するＮＡＣＣＳ型貿易関連システムの導入支援及び新規事業等
※3 多くの関係者：P.8参照

NACCS Center manages NACCS (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System) and engages in program development and
modification, and other import/export related services※1, involved in the running of NACCS, as well as services approved by the Finance
Minister for the purpose of achieving the company's objectives※2. International logistics involves communication back-and-forth of
information among many relevant parties※3, including importer-exporters, freight forwarders, freight storage companies, companies that
perform the administrative procedures on behalf of these relevant parties, banks, insurance companies, and administrative authorities.
NACCS is a consolidated logistics information platform, which supports the supply chain management essential in international logistics,
making NACCS the only system in Japan that links the above-mentioned parties online and by providing comprehensive processing of
both the necessary administrative procedures and the procedures among the relevant parties through the course of the freight process
achieves centralized management, sharing, and reuse of information jointly used by the private and public sectors.
※1: Import and export related services (primary business): Services pertaining to customs procedures, airport and port procedures, trade control procedures, food hygiene
procedures, quarantine procedures (people), animal quarantine procedures, phytosanitary procedures, and immigration procedures
※2: Examples of business approved by the Finance Minister (to achieve the company's objectives): Assisting with the deployment of NACCS-type international trade systems
in Vietnam and Myanmar and other new business initiatives
※3: Many relevant parties: See page 8.
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