
意見交換「各種セミナーとお客様への情報提供の充実について」

■ 講習会に参加していない理由（全体）

順位 理由

1 講習会の存在を知らなかった

2 受講したい内容の講習会がない

3 開催地が遠い

4 業務都合（時間が取れない、人数的に厳しい等）

5 社内研修で十分である

6 講習会の存在は知っているが、講義内容が分からない

○講習会に参加していない理由（その他の意見）

・特に必要を感じなかったため（海貨業）
・対象業務が限られているため（船会社）
・社内参加事例がないため（保税蔵置場）
・利用業種に関しては、利用方法をある程度習得済みのため（船舶代理店）
・本社経由で支店に対しては必要な情報が提供されるため（航空会社）

■ 講習会資料を活用していない理由（全体）

順位 理由

1 
講習会資料の存在を知らなかった
掲示板に掲載されていることを知らなかった

2 社内で別途手順書を作っている

3 業務の参考となる資料がない

4 電話やメールでセンターに問合せて解決している

5 必要性を感じない

6 現在の知識で対応可能である

○講習会資料を活用していない（活用頻度が低い）理由（その他の意見）

・講習会資料の存在を知らなかったが、今後はＯＪＴを含む社員教育時に使用したい（通関業）
・自社ｼｽﾃﾑ利用のためNACCSパッケージソフトを使う必要がない（CY）
・講習会資料よりも事務処理要領や業務仕様書を利用することが多い（通関業）
・社内研修には「電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）」を利用している（通関業）
・社内研修用としては、講習会資料は内容にボリュームがあり、活用に至っていない（通関業）
・新人研修の場合は、貨物の流れ全体のイメージを掴むことが目的なので、NACCSセンターのパ
ンフレットを利用している（通関業）
・コンテナ特例法に基づく限定されたNACCSの利用しかしていないため（保税）
・本社経由で支店に対しては必要な情報が提供されるため（航空会社）
・資料を印刷して保管し、問題等が生じたときのみ該当する関係箇所を参考にしている（保税）
・他業務に関して不明点及び確認を要する際には、適宜当該掲示板情報を活用している（保税）

１．皆様からのご意見の集約
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〔意見交換資料〕



■講習会資料の活用方法（全体）
順位 活用方法

1 日常業務のガイド

2 社内研修（その他）

3 社内研修（新人）

4 社内研修（異動）

5 知識の拡大のため

■講習会資料活用件数（全体）※上位20のみ掲載
順位 資料番号 Air/Sea ﾌﾛｰ図 資料名

1 45 Sea 保税

2 39 Sea 輸入通関

3 38 Sea 輸出通関

4 4 Air 輸入通関

5 62 Sea ○ 輸出業務（コンテナ貨物）

6 64 Sea ○ 輸入業務（コンテナ貨物）

7 11 Air 輸入保税

8 46 Sea CY・船舶代理店

9 10 Air 輸出保税

10 3 Air 輸出通関

11 5 Air 関税等修正申告

12 40 Sea 関税等修正申告

13 44 Sea 申告添付業務

14 65 Sea ○ 輸入業務（在来貨物）

15 12 Air 保税概要

16 63 Sea ○ 輸出業務（在来貨物）

17 23 Air 輸入関連業務に関わる照会業務

18 6 Air 関税等更正請求

19 30 Air ○ 輸入業務

20 35 Sea 入出港
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■講習会資料・NACCS掲示板に関するご意見

（1）講習会資料に関するご意見
業種 ご意見

通関業 参考となる資料であるため、NACCS掲示板に掲載していることを積極的にアピールしてはどうか

通関業 保税蔵置場 初級・中級・上級者に区分した資料を作成してほしい

CY   講習会資料にFAQの記載があれば、より理解しやすいのではないか

通関業 保税蔵置場 船舶代理店 関係省庁関連業務（他法令関係業務）の資料を作成してほしい

通関業 TPPに関する資料を作成してほしい

通関業 混載業 NACCSを利用して申告等を行う場合とマニュアルで申告等を行う場合を比較したメリットを記載してはどうか

通関業 フロー図には、その業務を実施する理由を追記してはどうか。

通関業 保税蔵置場
第6次NACCS更改に際して、大きく変わる部分（マイナンバーの取扱いや申告官署関係、原産地証明書の種別など）の詳しい
資料を用意してほしい

船舶代理店
第6次NACCS更改に際して、WebNACCSの資料が必要である。動画による配信を検討してほしい。その際には１ファイル当
たりの容量を抑えてほしい。

（2）NACCS掲示板に関するご意見

業種 ご意見

通関業 NACCS掲示板の検索機能が使いづらい

通関業 各資料のNACCS掲示板での掲載場所が分かりづらい

通関業 海貨業 トップページからダイレクトに講習会資料の掲載場所へリンクするよう設定してはどうか

保税蔵置場 船舶代理店 通関業 講習会資料を掲載していることについて、講習会に参加しない場合でも講習内容が確認でき便利である

通関業
講習会資料を掲載していることについて、掲載するだけでは情報の伝達にはならない。NACCSの使用方法等のセミナーを増や
すべき。

船舶代理店 通関業
「輸出通関」「輸入通関」等の業務によって業務仕様書、電算関係事務処理要領、業務講習会資料を関連付け、ひとつの場所に
まとめて掲載してはどうか

通関業 原産地識別符号等、業務コード集をひとつの場所にまとめて掲載してはどうか

通関業 保税蔵置場 船舶代理店 「よくある問い合わせ」だけではなくNACCSセンターへの問い合わせをまとめたFAQを作成してはどうか

船舶代理店
NACCS掲示板の「よくある問い合わせ」に「申請手順」という項目を設け、一般的な手順とイレギュラーケースの手順につい
て掲載してはどうか

保税蔵置場 NACCS停止情報はNACCS掲示板に加え、e-mailで情報配信してほしい

航空会社 通関業 保税 混載業 航空貨
物代理店

講習会資料等を追加した場合には、e-mailで情報配信してほしい
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２．皆様からのご意見を踏まえた今後の対応等について

 講習会については、
・システム参加者の多い通関、保税の業種に対しては、従来から実施されている各業会様と連携した講習実
施を継続することとし、講習会アンケートや今回のニーズ把握を踏まえた実施内容の改善を行う。
・次期NACCSでweb化が図られる港湾入出港業務等については、システム更改前後の時機を捉えた講習会
実施について検討を行う。
・システム参加者数の少ない業種（例えば機用品等）については、業務習熟等のニーズ把握を行うことに加え、
関係資料の見直しを行う。

講習会資料については、
①アクセス件数分析と事前意見集約に基づき優先度を付けて改善に着手する。
②「講習会資料」については、NACCSご利用に当たっての参考資料として再整理を行う。加えて、以下の掲示板
の改善策を検討する。
・掲示板掲載方法の工夫（素早く、必要な資料に到達できるよう「クイックメニュー」を新規掲載）。〔別添１〕参照。
※今回の事前意見提出においては、「初めて講習会資料の存在を知り、確認をした」というご意見が多かった。
・講習会資料の見直しにおいては、新任者を対象とした基礎編の充実を図る。
・お問合せの傾向から、掲示板の「よくある問合せ」の再編集を行うとともに、参考事例（イレギュラーケース等）
の掲載を行う。そして、講習会資料へと内容を反映させる。
・業務フローの充実。
③一般事例の手順については、従来の講習会資料とフロー図で盛り込み、特異事例の手順については別途掲
示板へ情報掲載する。
④次期NACCS関係資料については、ご利用者様のご関心事項や詳細仕様説明会でのご質問等を踏まえ、掲
載情報の充実を図る。
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 その他
・ＮＡＣＣＳ掲示板の新着情報の見出しをいち早くチェックできる機能（ＲＳＳ）や運転状況メール配信サービス
の周知。〔別添２〕参照。



※NACCS掲示板トップページ左上の
「海上運送貨物」ボタンをクリック。

輸出通関

業務別クイックメニュー（海上）

輸入通関

船舶・入出港

※素早く必要とする資料に到達できるように
「業務別クイックメニュー」ボタンを新設。

〔別添１〕NACCS掲示板改善「業務別クイックメニュー」の新設
（海上版の検討案）
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※業務フローを先頭に提示し、
業務単位で業務フローに沿って、
①講習会資料
②業務仕様書、③FAQをクイック検索でき
るように資料を配置。

◯のついた業務コードに関連
する講習会資料を掲載。

税関手続きについては、「電算関係
税関業務事務処理要領を参照（リン
ク設定）。

よくあるお問合せ/参考事例

業務フロー詳細版

✔海上業務
エラーメッセージ集
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海上業務エラーメッセージ集

よくあるお問合せ事例、
参考事例等を掲載

業務コード集

https://www2.naccscenter.com/naccs/dfw/7mmy2ywaw4mi10u1pp37f9k9vfrjr7w0/web/system/err/sea-err.html
https://www2.naccscenter.com/naccs/dfw/7mmy2ywaw4mi10u1pp37f9k9vfrjr7w0/web/system/err/sea-err.html


ＮＡＣＣＳ掲示板の新着情報
の見出しをいち早くチェック
できる機能（ＲＳＳ）について
は、「ご利用案内」から、「情
報配信（RSS/Atomフィー
ド）」の情報をご確認ください。

NACCSの運転状況
に関する情報を電
子メールで配信す
るサービスについて
は、こちらの情報を
ご確認ください。

〔別添２〕ＮＡＣＣＳ掲示板の新着情報の見出しをいち早くチェックできる機能（ＲＳＳ）等
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【参考】業務コード集掲載以外のコードについて（※2015年の問合せから、問合せ件数が多かった内容を抽出。）

項番 内容 問合せ件数 現行対処
                                                              NACCS掲示板掲載場所
「NACCS業務仕様・関連資料」⇒「IDA業務仕様書」または、「電算関係税関業務事務処理要領」の該当箇所を確認して
いただく。

1 「原産地証明書識別」の掲載場所がわからない。 22件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内

・IDA業務仕様書　⇒　概要（7.特記事項　（2）原産地証明書識別の入力方法について）
・電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）⇒電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）
第１章　輸入通関関係手続⇒　１　輸入申告等事項の登録 (1) 輸入申告等事項の登録⇒ （共通部） （欄　部）

2 「納付方法識別」の掲載場所がわからない。 2件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内

・IDA業務仕様書　⇒　概要（7.特記事項　（3納付方法識別及び口座番号の入力方法について）
・電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）⇒電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）
第１章　輸入通関関係手続⇒　１　輸入申告等事項の登録 (1) 輸入申告等事項の登録⇒ （共通部） （欄　部）

3 「特恵税率適用可能識別」の掲載場所がわからない。 2件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内

・IDA業務仕様書　⇒　輸入申告入力控（A）情報　項番164
・電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）⇒電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）
第１章　輸入通関関係手続⇒　１　輸入申告等事項の登録 (1) 輸入申告等事項の登録⇒ （共通部） （欄　部）

4 「口座使用不可識別」の掲載場所がわからない。 2件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内
IDC業務仕様書　⇒　口座使用不可通知情報　項番9

5 「口座識別コード」の掲載場所がわからない。 1件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内
IID業務仕様書　⇒　輸入申告等照会（A）情報　項番122

6 「納期限延長コード」の掲載場所がわからない。 1件
NACCS掲示板の
掲載場所をご案

内

・IDA業務仕様書　⇒　概要（7.特記事項　（１）納期限延長コードの入力方法について）
・電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）⇒電算関係税関業務事務処理要領（税関手続関連）
第１章　輸入通関関係手続⇒　１　輸入申告等事項の登録 (1) 輸入申告等事項の登録⇒ （共通部） （欄　部）

【NACCS地区協議会　追加配付資料】
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平成 28年度 NACCS地区協議会（意見交換）≪ご意見記載フォーム≫ 

 

○意見交換のテーマ  「各種セミナーとお客様への情報提供の充実について」 

１．各種セミナー（講習会）の実施と講習会資料等について 

1-1これまでセミナー（講習会）に参加されたことはありますか？企業様として、参加された講習会名を記載し

てください。 例：「通関業従業者研修」、「保税業務初任者研修」、「CY/船舶代理店講習会」 

※セミナー（講習会）に参加されたことが無い場合は、その理由をお聞かせください。 

官公庁様主催  

関係業会様主催  

弊 社 主 催  

※セミナー（講習会）に参加されたことが無い理由 

 

1-2 NACCSに関するセミナー（講習会）の実施について、どのようなご意見がございますか？対象業種や対

象業務等、改善すべき事項についてご意見をお聞かせください。 

対象業種・対象業

務に関するご意見 

 

受講対象者に関す

るご意見 

 

その他のご意見  

1-3 企業様でNACCS掲示板に掲載している講習会資料等はご活用されていますか？(別紙2)「業務講習会

資料等一覧」をご参照いただき、ご活用の頻度の多い順からご記載ください。また、貴社でのご活用方法に

ついてもお聞かせください。例：「入社時や異動時期の業務研修に活用」、「日々の業務処理のガイドとして

活用」 

※講習会資料等をご活用されていない場合は、その理由をお聞かせください。例：「講習会資料等が NACCS

掲示板へ掲載されていることを知らなかった」、「業務の参考となる資料がない」 

順位 資料番号 ご活用方法 

1   

2   

3   

4   

5   

（注）資料番号の「99（その他）」を選択した場合は、「ご活用方法」欄に資料名をご記入ください。 

※講習会資料等をご活用されていない理由 

 

ご回答日 平成 28年  月    日 NACCS参加業種  

貴社名  ご回答者  

（別添３） 
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1-4 NACCS掲示板に掲載している講習会資料等について、どのようなご意見がございますか？追加や内容

の見直しが必要な事項についてご意見をお聞かせください。 

資料等の追加に関

するご意見 

 

 

 

内容の見直しに関

するご意見 

 

 

 

その他のご意見  

 

 

 

２．次期（第 6次）NACCSに関するお客様への情報提供について 

次期（第 6 次）NACCS について、どのような事項にご関心をお持ちですか。また、どういったことに情報の充

実が必要と思われますか？ 

ご関心をお持ちの

事項 

 

 

 

情報の充実に関す

るご意見 

 

 

 

その他のご意見  

 

 

 

３．その他 

地区協議会の運営等について、ご意見がございましたらお聞かせください。 

 

 

※お手数ですが、平成 28年 3月 10日（木）までに「ソリューション事業推進部ソリューションサ

ービス第 2 課 e-mail：solution02@naccs.jp」宛てに添付してご送付していただくようお願い

いたします。 

mailto:solution02@naccs.jp


  

  【航空 業務講習会資料】 【海上 業務講習会資料】 

http://www.naccscenter.com/system/ref/sea/  http://www.naccscenter.com/system/ref/air/ 

対象 
資料

番号 
資料名 

入出港業務 1 入出港 

2 （新規）入出港 

通関業務 3 輸出通関 

4 輸入通関 

通関関連業務 5 関税等修正申告 

6 関税等更正請求 

7 当初申告呼出し 

8 時間外届出 

9 申告添付業務 

保税業務 10 輸出保税 

11 輸入保税 

12 保税概要 

航空会社業務 13 航空会社 

機用品業務 14 機用品 

その他 15 汎用申請 

16 情報伝達 

17 電子インボイス 

18 指定地外／船陸／船舶間交通許

可申請 

19 パッケージソフトの基本操作 

入出港関連業務 
20 入出港関連業務に関わる照会業

務 

輸出入共通関連業務 
21 輸出入共通関連業務に関わる照

会業務 

輸出関連業務 22 輸出関連業務に関わる照会業務 

輸入関連業務 23 輸入関連業務に関わる照会業務 

収納関連業務 24 収納業務に関わる照会業務 

関係省庁関連業務 25 関係省庁業務に関わる照会業務 

貿易管理サブシステ

ム関連業務 

26 貿易管理サブシステムに関わる

照会業務 

入出港関連業務 
27 入出港関連業務に関わる照会業

務 

業務フロー 28 入出港業務 

29 輸出業務 

30 輸入業務 

31 機用品業務 

32 特定輸出申告業務（自社施設） 

33 特定輸出申告業務（システム参加

蔵置等） 

34 搬入前申告業務 

【その他資料】 

対象 資料番号 資料名 

ACL 70 ACL（船積確認事項登録） 

貿易管理サブシステム操作 
71 貿易管理サブシステム操作説明書(申請編) 

72 貿易管理サブシステム操作説明書（裏書編） 

各種資料 73 医薬システム簡易操作ガイド(20150118更新） 

74 システム説明会資料 

その他 99 その他の資料 

対象 
資料

番号 
資料名 

入出港業務 35 入出港 

36 港湾手続 

37 船会社用船舶受委託関係の

NACCS登録業務説明資料 

通関業務 38 輸出通関 

39 輸入通関 

通関関連業務 40 関税等修正申告 

41 関税等更正請求 

42 当初申告呼出し 

43 時間外届出 

44 申告添付業務 

保税業務 45 保税 

CY・船舶代理店業務 46 CY・船舶代理店 

その他 47 汎用申請 

48 情報伝達 

49 電子インボイス 

50 指定地外／船陸／船舶間交通許

可申請 

51 パッケージソフトの基本操作 

出港前報告関連 52 出港前報告制度に係る照会業務 

入出港関連 
53 入出港関連業務に関わる照会業

務 

輸出入共通関連 
54 輸出入共通関連業務 に関わる照

会業務 

輸出関連 55 輸出関連業務に関わる照会業務 

輸入関連 56 輸入関連業務 に関わる照会業務 

収納関連 57 収納業務に関わる照会業務 

関係省庁関連 58 関係省庁業務に関わる照会業務 

貿易管理サブシステ

ム関連 

59 貿易管理サブシステムに関わる

照会業務 

業務フロー 60 入出港業務（V●X） 

61 入出港業務（V●T） 

62 輸出業務（コンテナ貨物） 

63 輸出業務（在来貨物） 

64 輸入業務（コンテナ貨物） 

65 輸入業務（在来貨物） 

搬入前申告業務 66 CFS通関 

67 CY通関 

68 本船扱い 

69 ふ中扱い 

(注）「資料名」欄に NACCS掲示板へのリンクを設定していますので、そちらから掲示板へ掲載中の資料をご確認いただけます。 

業務講習会資料等一覧 （別添４） 

http://www.naccscenter.com/system/ref/sea/
http://www.naccscenter.com/system/ref/air/
http://www.naccscenter.com/_files/00089296/a_tejunsho_nyushukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00097550/a_tejunsho_nyushukou_shinki.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00076982/a_tejunsho_yushutu_tuukan.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089159/a_tejunsho_yunyu_tuukan.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077064/c_tejunsho_shusei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077002/c_tejunsho_kousei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068369/c_tejunsho_tousho_yobidashi.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089302/c_tejunsho_timeout.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089173/c_tejunsho_shinkokutemp.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00061605/a_tejunsho_yushutu_hozei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00061599/a_tejunsho_yunyu_hozei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00094092/a_tejunsho_hozei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089135/a_tejunsho_airline_cargo.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00061346/a_tejunsho_kiyouhin.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068437/c_tejunsho_hanyou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00059411/c_tejunsho_jyouhou_dentatsu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00059404/c_tejunsho_invoice.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068338/c_tejunsho_senriku.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068338/c_tejunsho_senriku.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00078597/c_tejunsho_package.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077446/a_shoukai_yusyutunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077446/a_shoukai_yusyutunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00078276/a_shoukai_yusyutu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077958/a_shoukai_yunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077460/c_shoukai_syuunou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077927/c_shoukai_tasyochou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077415/a_shoukai_nyusyuttukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077415/a_shoukai_nyusyuttukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016322/air_furo1.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016339/air_furo2.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016346/air_furo3.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016353/air_furo4.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016360/air_furo5.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016377/air_furo6.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016377/air_furo6.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00096546/hny_flow_airr.pdf
http://www.naccscenter.com/acl/
http://www.naccscenter.com/_files/00085083/sousa_sinsei_20140630.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00088459/sousa_tukan_20150329.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00096454/iyaku_guide2.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00096539/iyaku2.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068260/s_tejunsho_nyushukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00090889/s_tejunsho_kouwan.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00097239/zyuitaku20160108.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00097239/zyuitaku20160108.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089289/s_tejunsho_yushutu_tuukan.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089180/s_tejunsho_yunyu_tuukan.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077064/c_tejunsho_shusei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077002/c_tejunsho_kousei.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068369/c_tejunsho_tousho_yobidashi.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089302/c_tejunsho_timeout.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00089173/c_tejunsho_shinkokutemp.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00094078/s_tejunsho_hozei1014.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00069618/s_tejunsho_cy_dairiten.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068437/c_tejunsho_hanyou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00059411/c_tejunsho_jyouhou_dentatsu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00059404/c_tejunsho_invoice.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068338/c_tejunsho_senriku.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00068338/c_tejunsho_senriku.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00078597/c_tejunsho_package.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077491/s_shoukai_syuttukoumaehoukoku.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077484/s_shoukai_nyusyuttukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077484/s_shoukai_nyusyuttukou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077996/s_shoukai_yushutunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077996/s_shoukai_yushutunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00078283/s_shoukai_yushutu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077507/s_shoukai_yunyu.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077460/c_shoukai_syuunou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00077927/c_shoukai_tasyochou.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016469/furo1.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016476/furo2.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016483/furo3.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016490/furo4.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016506/furo5.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00016513/furo6.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00074094/hny_flow_sea1.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00074100/hny_flow_sea2.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00074117/hny_flow_sea3.pdf
http://www.naccscenter.com/_files/00074124/hny_flow_sea4.pdf

