輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
（NACCSセンター）
Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System, Inc.

Corporate Philosophy

企業理念
私たちは、
お客様と共に歩み、
「人・物・国」をつなぐNACCSを通じて、
国際物流の発展に貢献します。
In collaboration with our customers
we will contribute to the
development of international
logistics through NACCS which
has a role as a bridge connecting
people, goods and countries.

目次
Index

NACCS センター概要 Overview of NACCS
沿革 History of NACCS
シングルウィンドウの進展 Evolution of Single Window Operations
輸出入等関連手続 Import/export related procedures
NACCSの特徴 Special Features of NACCS
NACCSの導入効果 Effects of the introduction of NACCS
総合物流情報プラットフォームとしての発展 Development of comprehensive logistics information platform
サポート体制 Support system
NSS
（NACCSサポートシステム）NACCS support system
新規事業 New Business
組織図 Organizational Chart

2

3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16

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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History of NACCS

NACCSセンターの沿革
年

月

1977

5
10

「航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律」
（特例法）成立
認可法人「航空貨物通関情報処理センター」設立

1978

8

航空貨物通関情報処理システム（Air-NACCS）稼働開始（航空貨物輸入システム）

1985

1

輸出入統合システム稼働開始

1991

3

特例法「航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律」を「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」に改正

7

特例法を受け「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改称

10

海上貨物通関情報処理システム（Sea-NACCS）稼働開始

2002

12

特例法を一部改正（通関情報処理センターの独立行政法人化）

2003

10

認可法人としての通関情報処理センターを解散し、独立行政法人通関情報処理センターを設立

2008

4
5
10

PAA（Pan-Asian e-Commerce Alliance）に正式加入
「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」を「電子情報処理組織による輸出入等関連
業務の処理等に関する法律」に改正（独立行政法人通関情報処理センターの民営化）
独立行政法人通関情報処理センターを解散し、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社を設立

2010

2

システム統合（Air-NACCSとSea-NACCSのハードウェア等の統合）

2014

4

JICAプロジェクトの下、NACCSセンターが開発に貢献したNACCS型貿易関連システム（VNACCS）が
ベトナムで稼働開始

2016

3

政府保有株式の過半数以外の株式が売却された事に伴う、民間資本導入

11
2017

4

2019

12

YEAR

MONTH

1977

May

JICAプロジェクトの下、NACCSセンターが開発に貢献したNACCS型貿易関連システム（MACCS）が
ミャンマー（ヤンゴン地区）で稼働開始
新規事業として業務状況等分析業務のサービス開始
新規事業として貿易関連書類電子保管業務（NACCS-DMS®）のサービス開始

“Act on Special Provisions, etc. of Customs Procedures for Air Cargo” passed the Diet.

October

Nippon Air Cargo Clearance System Operations Organization (NACCS Center) was established.

1978

August

Air Cargo Import System (Air-NACCS) began operations.

1985

January

Integrated Import/Export Air Cargo System began operations.

1991

March

“Act on Special Provisions, etc. of Customs Procedures for Air Cargo” was changed to the“Act on Special Provisions,
etc. of Customs Procedures using Electronic Data Processing System” (NACCS Special Law).

July

According to the Special Law, the Nippon Air Cargo Clearance System Operations Organizations was renamed to the
“Nippon Automated Cargo Clearance System Operations Organization” (NACCS Center).

October
2002

Marine Cargo Import/Export System (Sea-NACCS) began operations.

December NACCS Special Law was partly revised (NACCS Center was reorganized as an independent administrative agency).

2003

October

2008

April

NACCS Center formally joined the PAA (Pan-Asian e-Commerce Alliance).

May

“Act on Special Provisions, etc. of Customs Procedures using Electronic Data Processing System” was changed to the
“Act on Special Provisions, etc. of Import/Export Related Business using Electronic Data Processing System”
(privatization of the incorporated administrative agency NACCS Center).

NACCS Center was reorganized into an independent administrative agency.

October

NACCS Center was reorganized into a stock company.
System integration（integration of Air-NACCS and Sea-NACCS）

2010

February

2014

April

2016

March

NACCS-type international trade related system (VNACCS) began operations in Vietnam, which NACCS Center
contributed to its development under JICA project.
Private capital was injected accompanying the sale of shares other than majority of government- owned shares.

November NACCS-type international trade related system (MACCS) began operations in Yangon region of Myanmar, which NACCS
Center contributed to its development under JICA project.
2017
2019

4

April

“Analysis of Business Data” which is a service designed to achieve the company's objectives, commenced as a new
business initiative.

December “Document Management System (NACCS-DMS®)” commenced.

海上システム Sea System

1978年（昭和53年）
Air-NACCS
（第1次）

1991年（平成3年）
Sea-NACCS（第1次）

航空貨物の輸入システムの稼働開始

（貨物情報を含む総合物流情報システム化）

1978 Air-NACCS (Version 1)
Air cargo import system started to operate
(providing a comprehensive logistics
information system including cargo
information)

1985年（昭和60年）
Air-NACCS
（第2次）
航空貨物の輸出入システムの稼働開始
● 輸出業務提供開始
● 対象地域拡大
● ダイレクトインターフェース開始

機能拡充
対象地域拡大

1993 Air-NACCS (Version 3)
● Expanded functions
● Expansion target area of operation

●

EDI化
専用端末廃止
メール方式導入
EDIFACT対応

1999 Sea-NACCS (Version 2)
Marine cargo import/export system
started to operate (providing
a comprehensive logistics information
system including cargo information)
● EDI compatible
Dedicated terminals abolished
e-mail system introduced
EDIFACT compatible

2008年（平成20年）
Sea-NACCS（第3次）

2001年（平成13年）
Air-NACCS
（第4次）

機能拡充
府省共通ポータル稼働
● 港湾EDIシステムのサブシステム化
●

機能拡充
● EDI化
専用端末廃止
SMTP双方向導入
●

1997年（平成9年）
FAINS/PQ-NETWORK/
ANIPASとの
インターフェース開始
1997 Interfaced to
FAINS/PQ-NETWORK/
ANIPAS

2003年（平成15年）
net NACCS提供開始
2003 netNACCS started
to operate

▲
▲

2008 Sea-NACCS (Version 3)
● Expanded functions
● Common portal of Government
ministries started
● Sub-systemization of Port EDI system

2004年（平成16年）
NACCSにおける
マルチペイメント
ネットワーク対応の運用開始
2004 Operation for
Multi Payment Network
started
2008年（平成20年）
関税等のリアルタイム
口座振替方式
（ダイレクト方式）の運用開始
2008 Customs real-time
account transfer
(direct method) started
to operate

2013年（平成25年）
FAINS/PQ-NETWORK/
ANIPASのNACCS統合
2013 FAINS/PQ-NETWORK/
ANIPAS integrated
into NACCS

▲ ▲

海上/航空システム統合 Air/Sea systems integrated
オープンシステム化
バックアップ設置
● 総合物流情報プラットフォーム化
● 国際連携機能の拡充・XML対応
●

機能拡充
● JETRASのサブシステム化
● 空港入出港SW開始

●

2010 Air-NACCS (Version 5)
● Expanded functions
● Sub-systemization of JETRAS
● SW for airport arrival/
departure started

●

●

2017年(平成29年)10月
2017 October

2003年（平成15年）
輸入・港湾関連手続
シングルウィンドウ業務開始
2003 Single Window
operations for import
and port
related procedures
started

●

2001 Air-NACCS (Version 4)
● Expanded functions
● EDI compatible
Dedicated terminals abolished
Duplex SMTP introduced

2010年（平成22年）
Air-NACCS
（第5次）

2002年（平成14年）
JETRASとの
インターフェース開始
2002 Interfaced to
JETRAS

（貨物情報を含む総合物流情報システム化）

▲ ▲ ▲

●

海上貨物の輸出入システムの
稼働開始

▲

●

1999年（平成11年）
Sea-NACCS（第2次）

▲

1993年（平成5年）
Air-NACCS
（第3次）

1991 Sea-NACCS (Version 1)
Marine cargo import/export system
started to operate
(Customs operations only)

▲

1985 Air-NACCS (Version 2)
Air cargo import/export system started to
operate
● Started to provide export operations
● Expansion target area of operation
● Direct interface provided

海上貨物の輸出入通関システムの
稼働開始

システム System

Implementation of Open System
Back up installed
● Upgraded comprehensive logistics
information platform
● Expanded and upgraded international
linkage functions/XML compatible
●

2014年（平成26年）
旅客予約記録情報の
運用開始
2014 Report of Passenger
Name record (PNR)
started to operate

2017年（平成29年）
輸出証明書等
発給申請業務の開始
2017 Online applications to
issue Export Certificates
etc. started to operate

現行 NACCS
（第6次）
Current NACCS (Version 6)

History of NACCS

航空システム Air System

2005年（平成17年）
MOTAS、LMVISとの
接続開始
2005 Connected to
MOTAS and LMVIS

2011年（平成23年）
WebNACCS提供
2011
WebNACCS started
to operate

2014年（平成26年）
医薬品医療機器等
輸出入業務のシステム化
2014 Import/export procedures
for pharmaceuticals,
medical devices, etc.,
incorporated into NACCS
2014年（平成26年）
出港前報告制度の実施に
伴うサービスプロバイダ
との接続開始
2014 NACCS connected to
service providers in line with
implementation of Advance
Filing Rules (AFR)
2019年（平成31年）
航空貨物事前報告制度の
拡充
2019 Implementation
of the Enhancement
of Advance Cargo
Information (ACI)

機能拡充、詳細はP.12参照

- See page 12 for details
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Evolution of Single Window Operations

シングルウィンドウの進展
関連府省システム統合に係る工程表 Progress status on system integration of the relevant Ministries and Agencies
年

港湾EDI
（国土交通省）

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

港湾EDIシステム
（〜2008年10月）
Ports EDI system
( 〜 October 2008)

2008年10月 NACCSとの統合

乗員上陸許可
支援システム
（法務省）

貿易管理オープン
ネットワークシステム
（JETRAS）
（経済産業省）

乗員上陸許可支援
システム
（〜2008年10月）

October 2008
Integrated with NACCS

Crew Landing
Support System
( 〜 October 2008)

JETRAS（〜2010年2月）
JETRAS( 〜 February 2010)

2010年2月 NACCSとの統合
February 2010
Integrated with NACCS

動物検疫検査手続
電算処理システム
（ANIPAS）
（農林水産省）

ANIPAS
2008年10月更改 ANIPAS稼働
（〜2008年10月） October 2008 Updated ANIPAS started to

植物検疫検査手続
電算処理システム
（PQ-NETWORK）
（農林水産省）

PQ-NETWORK
2008年10月更改 PQ-NETWORK稼働
（〜2008年10月） October 2008 Updated PQ-NETWORK started

輸入食品監視支援
システム
（FAINS）
（厚生労働省）

医薬品等輸入手続
（厚生労働省）

輸出証明書等手続
（農林水産省、
国税庁、水産庁等）
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2007

ANIPAS
( 〜 October 2008)

PQ-NETWORK
( 〜 October 2008)

operate

to operate

FAINS（〜2010年2月）
FAINS ( 〜 February 2010)

2013年10月 NACCSとの統合
October 2013
Integrated with NACCS

2010年2月更改 FAINS稼働
2010 February Updated FAINS
started to operate

2014年11月稼働
2014 November
started to operate

2017年3月
稼働
2017 March
started to operate

All Users (Applicants)
●

税関手続（財務省・税関）
Customs Procedures (MOF・Customs)

●

NACCSを通じて
国際物流に必要な
ほとんどの行政手続が
可能に!!
Most administrative procedures for
international logistics can be processed through
NACCS.

港湾手続（国土交通省等）
Port Procedures (MLIT,etc.)

●

乗員上陸許可手続（法務省）
Crew Landing Support System (MOJ)

●

貿易管理（経済産業省）
Trade Control (METI)

●

動植物検疫手続（農林水産省）
Animal Quarantine (MAFF)
Plant Quarantine (MAFF)

●

検疫手続（厚生労働省）

Evolution of Single Window Operations

全ての利用者（申請者）

Quarantine (MHLW)
●

食品衛生手続（厚生労働省）
Food Quarantine (MHLW)

●

医薬品医療機器等手続（厚生労働省）
Pharmaceutical And Medical Device Act (MHLW)

●

輸出証明書等手続（農林水産省等）
Procedures for Certificate of Exportation, etc. (MAFF, etc.)

輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化
Development of Single Window System for Import/Export and Port-related Procedures
国際物流において必要な行政手続は、税関における輸出入通関手続だけではありません。農林水産省動物検疫所、
植物防疫所に対する動植物の検疫手続、税関、港長、入国管理等に対する船舶や航空機の入出港手続、厚生労働省検
疫所に対する食品等の輸入手続など、さまざまな手続が必要です。手続の簡素化・効率化を図るとともに、申請窓口や
利用申込窓口の統一化、複数の行政機関に対する手続を、利用者が一回の入力・送信で行うことを可能としたシングル
ウィンドウ化をNACCSで実現しています。
There are a lot of procedures in international trade other than import/ export Customs procedures. They are procedures for quarantine at animal/ plant
quarantine offices of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, ships/ aircrafts port arrivals/ departures at Customs/ harbormasters/ immigration
offices, import procedures for foodstuffs, etc., at offices of Ministry of Health, Labour and Welfare etc. As administrative procedures has been
streamlined/ efficient, NACCS provides Single Window System, which integrated electronic windows for kinds of applications. Traders can take several
procedures to some administrative offices with single input or data entry on NACCS.

7

Import/export related procedures

輸出入等関連手続
は総合物流情報プラットフォームとし
NACCS plays a role of a comprehensive logistics information platform in international distribution.

輸出
Export

●
●

貨物の出荷

通関予定の保税蔵置場等へ運送

輸出通関

Cargo shipment

Transport to bonded warehouse

Customs clearance
for exports

インボイス情報
Ｓ/Ｉ情報 等

●
●

Invoice information
S/l information

貨物情報登録
バンニング

●
●

搬入
混載仕立 等

●
●

輸出申告
許可情報等の配信

（荷主への配信も可）

Registration of freight information / Loading /
Vanning / Mixed cargo, etc.

Export declaration
Delivery of permissions and
other information
(also deliverable to consignors)

入出港届
輸出入申告
● 各種法令手続
●
●

Notification for port entry and departure
Registration of cargo information
Various administrative procedures

行政機関
Administrative
agencies

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

●

●

●

●

Procedures for port entry
Registration of cargo information
Invoice information and other items

Loading
Devanning
Sorting of cosolidated cargo

輸入
Import

8

航空機・船舶の入港及び取卸し

輸入上屋・CYへの搬入

Port entry of aircraft / ship and unloading

Transport to import
storage facility / CY

Import/export related procedures

て国際物流の一翼を担っています！

積載等予定先の保税蔵置場、CY等へ運送（保税運送） 搭載上屋・CYに搬入

航空機・船舶への積載等及び出港

Transport to loading facility / CY

Transport to scheduled destinations for loading
such as a bonded warehouse or CY

Aircraft / ship loading and port departure

搬入

●

Loading

●

●

積載手続
出港手続 等
Procedures for loading
Procedures for port
departure, etc.

●

関税等の領収
Payment and Receipt of customs
and other duties

各種情報を共有化

銀行
Bank

Sharing various information

●
●
●
●

保税運送申告
Declaration on
bonded transportation

●

搬入
混載仕分
Loading
Devanning

輸入申告
許可情報等の配信

（荷主への配信も可）

Import Declaration
Delivery of permissions and
other information
(also deliverable to consignor)

●

包括保険手続
Blanket insurance
procedures

損害保険会社
Non-life insurance
company

保税蔵置場へ運送（保税運送）

混載貨物の仕分け・輸入通関

貨物の引取り

Transport to bonded warehouse
(bonded transportation)

Sorting consolidated cargo
Customs clearance for imports

Pick up cargo
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Special Features of NACCS

NACCSの特徴
行政手続システム
Administrative Procedure System
NACCSは、船舶・航空機の入出港手続、輸出入申告、各種行政手続をオンラインで迅速かつ的確に処理する
システムです。これにより、行政機関に赴くことなく、各種申告・申請等を電子的（ペーパーレス）に処理する
ことができ、行政機関においても業務処理の効率化が図られています。
NACCSは、1978年から行政手続を電子的に処理しており、我が国における電子的行政手続の草分け的
システムです。
NACCS has functions which quickly and accurately perform online processing of administrative procedures such as ship and aircraft
arrival/departure procedures, import/export declarations, and various quarantine procedures. With this system, users don’t have to go to
administrative offices and take procedures. It also contributes to process efficiently for public agencies.
NACCS has been electronically processing administrative procedures since 1978 and hence NACCS can be said as a pioneering system
for electronic administrative procedures in Japan.

手続を迅速化するシステム
System that facilitates procedures
NACCSは、入出港手続、輸出入申告手続などさまざまな手続を電子的に処理しています。例えば通関手続で
は、利用者間の情報の共有が図られており、事前にシステムが記録している情報や、先行する業務で入力され
た情報を活用することで、後続業務の入力者の負担の軽減、後続業務の処理時間の短縮を実現しています。
さらに、輸入申告の際には、為替レートの自動変換、税額の計算機能のほか、関税などの税金を銀行口座から
自動的に納付できるなど便利な機能を備えています。このためNACCSを利用することで、通関手続等に
必要な時間は、NACCSを使わない場合と比べ大幅に短縮されています。
NACCS performs various procedures for arrival/ departure and import/ export declaration etc. electronically. For instance, in customs
clearance procedures, the information sharing is attained among the users and by utilizing the information recorded in the preceding
operations, the burden to input the data in subsequent works is reduced and the processing time in subsequent works is shortened.
Further, NACCS has convenient functions such as automatic conversion of exchange rate, calculation of tax amounts and automatic
payment of taxes from bank accounts in case of import declaration. Therefore, the time required for Customs procedures with NACCS
has been greatly shortened in comparison with that without it.

情報伝達システム
Communication system
NACCSは、種々の情報を利用者相互に交換する情報伝達システムとしての機能を有しています。複数の
利用者間で確認の連絡を取り合ったりする必要はなく、NACCSで情報を確認することができます。
NACCS has a function as an information transmission system that allows users to exchange the various information among them. Thus,
there is no need to keep in touch with each other for confirmation among multiple users and the information can be checked with
NACCS.

貨物情報を管理するデータベースシステム
Database system manages cargo information
NACCSは、
貨物の流れに沿って、
一元的に処理することにより、
貨物の状況をデータベースで管理しています。
NACCS manages the status of cargo in a database by processing it in a centralized manner.
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NACCSの導入効果
Trade Facilitation
NACCSを利用することにより、通関・入出港手続などが速やかに処理されるため、貨物の到着から引取り
（集荷から積載等）までの時間が短縮されます。
By using NACCS, customs clearance and import/export related works are processed promptly, so the time from the arrival to the pick up
of cargo (from collection to loading) can be shortened.

業務の簡素化・効率化
More simplified and efficient operations
NACCSを利用することにより、輸出入申告手続・保税運送手続・入出港手続等を行う際に、行政機関へ赴く
必要がなく、ペーパーレスの処理が可能となり、事務負担の軽減、行政手続の迅速化が図れます。
現在利用中の銀行口座等から「リアルタイム」に納税が行える「リアルタイム口座振替」の利用が可能です。
By using NACCS, paperless processing is possible without having to go to the administrative agencies when import/export customs
clearance, bonded transport, port entry/departure procedures and so on are being taken.
Real-time account transfer is also available.
A user can transfer the customs tariffs in real time from an ordinary bank account now in use without having to open a special bank
account to pay customs tariffs.

物流情報の可視化
Visualization of logistics information

Effects of the introduction of NACCS

物流の円滑化・迅速化

NACCSを通じて、貨物の到着、保管場所、行政手続の進行状況などの情報を、オフィスにいながらリアル
タイムで把握できます。
そのため、貨物の到着時間などお客様からのお問い合わせにも迅速に対応することができます。
Through NACCS, it is possible to grasp real-time information on the arrival of cargo, storage location, progress of administrative
procedures, etc. Accordingly, it is also possible to respond quickly to the inquiries from customers about arrival time of cargo etc.

情報の有効利用、情報サービスの向上
More effective use of information, Improvement of information services
NACCSでは申告者(通関業者等）へ返信される内容と同じ情報（許可情報）が関係者(保税蔵置場等)にも
送信されるため、関係者間での情報が共有されます。
NACCSにおける貨物情報管理は、
一元的に処理しておりますので、
貨物の状況を瞬時に把握することができます。
The same information (approval information) as the reply to the applicant (customs broker) is also sent to the third party (bonded
warehouse etc.) in NACCS and hence the information is to be shared among the parties concerned. As cargo information management in
NACCS is handled in a centralized manner, it is possible to grasp instantaneously the status of cargo.

充実のサポート体制でお客様をバックアップ
Backup customers with full support system
NACCSは、官民が共同で利用する我が国における輸出入及び港湾・空港手続を処理する基幹システムとして
安定的に稼働しており、セキュリティ対策にも十分配慮するなど確かなバックグラウンドがあります。
また24時間365日受け付けるヘルプデスクを設けて、お客様をバックアップしております。
NACCS, as the only system in Japan used jointly by the public and private sectors, has been operated stably. Its security measures have
been fully considered and it has had a reliable background.
Help Desk opens 24/7 and gives full support and backup for users.
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Development of comprehensive logistics information platform

総合物流情報プラットフォームとしての発展
官民共同利用システムとして、更なる安定性・信頼性の高いシステム
More stable and reliable system as jointly used by public and private sectors
1 海上/航空システムの統合、関係省庁システムの統合、シングルウィンドウ化をさらに充実
2 情報の適正管理と情報セキュリティの確保
3 大規模災害・大規模障害等発生時におけるバックアップ機能を見直し、

自動切替の導入によりバックアップセンターへの切替時間の短縮を実現

(1)
1 Integration of sea-NACCS and air-NACCS, integration of related ministry and agency systems, further enhancement of single window.
(2)
2 Expanded and enhanced proper information management and ensuring information security.
(3)
3 Reviewed backup functions at the occurrence of large-scale natural disasters or major failures, and shortened switching time to the
backup center by introducing automatic switching function.

公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステム
Highly efficient, economical system as a public infrastructure
1 行政手続システムとしての機能拡充、的確な制度改正への対応

1.新たな国の施策等への対応
(マイナンバー(法人番号)の導入、輸出入申告官署の自由化、通関手続に係る電子手続の原則化 等）
2.システム処理対象手続の充実（輸出取止め再輸入手続 等）
3.行政手続に係るシステム機能の改善（出港前報告制度、旅客予約記録情報報告業務 等）
4.関係省庁手続機能の改善（添付登録業務の新設 等）

2 システムの効率性、経済性を確保するシステム構成を実現

（実態・ニーズを踏まえた業務の最適化及び開発コストの低減化）

(3)
1 Expansion of functions as a system for administrative procedures/ proper response to new related laws/ regulations etc.
1. Responding to new government policies and measures (Introduction of Individual Number (company number) system, liberalization of
import/export declaration office, making customs procedures electronic as a rule, etc.)
2. Enhancement of procedures by way of introduction of additional function for system processing newly required (Export cancellation
reimport procedures, etc.)
3. Improvement of system function related to administrative agency procedures (Advance Filing Rules (AFR),Passenger Name Record
(PNR), etc.)
4. Improvement of related ministry and agency procedural function ( Newly established registration work with attachment, etc.)
(3)
2 Realization of efficient and economical system configuration (Optimization of operation and reduction of development cost based upon
actual conditions and needs.)

総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能拡充
Further enhancement of system function as a comprehensive logistics information platform
1 関係業界、お客様のニーズを業務に反映
2 貿易関連手続の更なるペーパーレス化の進展（損害保険業務及び船腹予約、危険物明細書のシステム化）
3 国際的なシステム連携機能や民間システムとの連携強化

（EDIFACT、XML等の国際標準への対応）
（出港前報告制度導入に伴う海外サービスプロバイダーとの接続）
（航空旅客情報報告及び航空貨物事前報告に伴う航空通信回線の利用）

4 WebNACCSの対象範囲の拡大（利用頻度の高い照会業務等についても業務提供を開始）
(1)
1 Reflection of the needs from related industries and users into the operations
(2)
2 Progress of further paperless trade-related procedures (Computerization of non-life insurance operation,shipping space
booking,dangerous goods statements)
(3)
3 Enhancement of international systems linkage functions and linkages with private sector systems (EDIFACT, compliance with
international standards such as XML) (Connection with overseas service providers through the introduction of Advance Filing Rules
(AFR)) (Use of aeronautical telecommunication lines for reporting Passenger Name Record (PNR) and Advance Filing on Air Cargo)
(3)
4 Expansion of WebNACCS service area (Commencement of inquiry tasks which are frequently used)
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サポート体制
Expansion of full support system
ヘルプデスクでは、お客様がNACCSをご利用して業務を行う際の入力の仕方、システムの仕様等へのお問い
合わせを24時間365日受け付けています。
各種情報はNACCS掲示板（https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html）
に掲載しています。業務関連の資料を多数ご用意しておりますので、まずはこちらをご覧ください。
Help Desk handles inquiries from NACCS customers about how to use the system, how to enter information, etc., 24 hours, 365 days a year.
A variety of information has been uploaded on the NACCS bulletin board (https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html).
For more information, please refer to the link above.

Support system

充実したサポート体制を拡充

NACCS業務等に関するお問い合わせ先（ヘルプデスク）
Inquiries regarding NACCS operations (Help Desk)
電話によるお問い合わせ Telephone inquiries (toll free number)
電話番号
Tel. No.

0120-794-550

お問い合わせ先一覧

FAX番号
Fax No.

0120-794-529

24時間365日
24/7 (24 hours,
365 days a year)

About Inquiries

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html
平日9:00〜18:00（左記以外の場合は、翌営業日受付となります。）
Weekdays 9:00 to 18:00 (Other than the left time zone, inquiries will be accepted on the next business day)

サポート体制（NACCS地区協議会の運営・NACCS利用に係る研修・システム障害連絡）
Support System ( training regarding NACCS,system failure notifications, operations of NACCS regional council )
カスタマーサポート部 Customer Support Department

サポート課

Customer Support Division

〒105-0013 東京都港区浜松町1-3-1 浜離宮 ザ タワー5階
Hamarikyu The Tower 5th fl., 1-3-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 新潟県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 神奈川県

東海事務所

Nagoya Port Authority 3Fl, 1-11 Minato-machi, Minato-ku, Nagoya 455-0033
長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

052-654-6511
8:30~18:00

（平日/Weekdays）

Kansai Office

〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビル12階
Shinanobashi Mitsui Bldg. 12Fl, 1-11-7, Utsubohon-machi Nishi-ku, Osaka-city, Osaka 550-0004
富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州事務所

8:30~18:00

（平日/Weekdays）

Tokai Office

〒455-0033 愛知県名古屋市港区港町1-11 名古屋港湾会館3階

関西事務所

03-6732-6144

06-6446-3812
8:30~18:00

（平日/Weekdays）

Kyusyu Office

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル2階
Hakataekimae-Daiichiseimei Bldg. 2Fl, 1-4-1 Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka 812-0011
山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 熊本県 鹿児島県 沖縄県

092-441-7825
8:30~18:00

（平日/Weekdays）

NACCSその他の事業に関する営業
Other Business
営業企画部 Sales Planning Department

営業推進課

Sales Promotion Division

〒105-0013 東京都港区浜松町1-3-1 浜離宮 ザ タワー6階
Hamarikyu The Tower 5th fl., 1-3-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 福島県 新潟県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 神奈川県

03-6732-6130
8:30~17:00

（平日/Weekdays）

（その他地域については、東海事務所、関西事務所、九州事務所が担当します。）
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NACCS support system

NSS（NACCSサポートシステム）

NSS（NACCS Support System）

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/index.html
NACCSサポートシステム（NSS）は、NACCSの利用申込・利用者情報管理機能として、NACCSを利用する
ための各種申込手続、システム設定、料金請求、登録情報の照会等を電子的に行うシステムです。
24時間受付・情報照会が可能
●

休日・夜間であっても利用申込の受付、契約情報の照会、変更登録ができ、契約手続の進捗状況をWeb上でいつでも
確認することができます。

手続の簡略化・ペーパーレス化の促進
●
●
●

画面案内に沿って必要事項を入力することにより契約関係書類が自動作成されます。
契約変更手続は、変更前・変更後の情報を確認しながら行うことができます。
契約者の押印を必要とする新規申込等一部の手続を除きペーパーレス化しています。

メール通知・ファイル添付機能
●
●

お客様からの申込受付・完了等をメールによりお知らせします。
ファイル添付機能により、システム構成図、システム設定調査票等を電子ファイルによって提出することができます。

その他のNACCSご利用に関するお問い合わせ先
利用契約・リアルタイム口座開設に関するお問い合わせ
システム運用部 利用契約課
電話番号

03-6732-6133

FAX番号

03-6732-6156

FAX番号

03-6732-6139

9:00~17:00

（平日）

利用料金のお支払いに関する問合せ先
経理部 経理第1課
電話番号
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03-6732-6122

9:00〜12:00、
13:00〜17:00

（平日）

新規事業
通関業者様の日々の業務の中で発生する、NACCSの輸出入許可通知情報等を始めとする通関関係書類を、
専用の保存領域にて電子的に管理及び長期保管することができます。

24時間365日安定稼働を続けるNACCSで
お客様の通関関係書類を
安心・安全・確実にお預かりします。

New Business

貿易関連書類電子保管業務（NACCS-DMS® ）

サービスイメージ
通関業者様
申告業務
NACCS
パッケージソフトv6
netNACCS処理方式

輸出入申告処理（本来業務）

許可
情報等

専用保存領域
手仕舞書類（PDF等）
IV

【本業務で提供する主な機能】
● 電子保管機能
● 検索・ダウンロード機能
● 各種管理機能

OT

許可
情報等

請求書
請求書
関連書類

請求書

許可情報等
（写し）

その他
輸出入許可通知書と関連付けて保管

サービスの特徴
①預けて安心
地震

不審者侵入

② 強 固 な 情 報 セキュリ
ティ・確実なバックアッ
プ環境を標準装備

③導入時の負担を軽減

④システム資産のスリム
化に寄与

水害

安心
書 類データは、災害等に強く
高 品 質 な デ ー タセン ター に
保管するため、安心してお 預
けいただけます。

BA NK
N A C C S に 準 拠 した 情 報 セ
キュリティ及びバックアップ
環 境 に より 、重 要 な 秘 密 情
報 を 安 全・確 実 に お 守 りし
ます。

通 関 業 者 様 が日々普段 お 使
いのNACCSを利用できるた
め 、導 入 時 の 運 用 面 や 機 器
の準 備 等 の負 担 が 軽 減され
ます。

費 用は、保管されている件 数
を 基 にした 月額 課 金 制 のた
め、本 サービス専用のシステ
ム等 の購 入 及び 保 守 が 不 要
になります。

本件に関するお問い合わせ先
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
電話番号

03-6732-6130
8:30~17:00（平日）

メール

営業企画部

solution-pro@naccs.jp
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輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
（NACCSセンター）
本社：〒105-0013 東京都港区浜松町1-3-1 浜離宮 ザ タワー
5階及び6階
Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System, Inc.
Head Office：Hamarikyu The Tower 5th and 6th fl., 1-3-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013

