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第１章 利用者情報登録業務 

 

本章は、通関情報処理システム（以下この章において「システム」という。）を使用して利用者

自らがシステムへの設定を行う業務（以下この章において「設定業務」という。）の処理手順を説

明したものです。 

（注）設定業務に係る業務仕様については、ＮＡＣＣＳ掲示板「業務仕様書」の「輸出入共通業

務」に掲載しています。 

設定業務とは、関税法等の規程に基づく税関及び関係省庁への申告もしくは申請または許可・承

認等の対象となる税関及び関係省庁手続業務とは異なりますが、ＮＡＣＣＳというシステムの利用

に先立ち、ＮＡＣＣＳ業務を処理した結果の出力情報をどの端末、メールボックスに出力するか、

管理資料の出力要否を登録、変更する等のユーティリティ的な業務です。 

なお、利用申込み後、最低限の設定がされておりますので、受領した利用者ＩＤ、パスワード等

を利用し、必要に応じ設定変更を行って頂くこととなります。最低限の設定については、後述のそ

れぞれの業務の説明事項中「留意事項」に記載しておりますのでご参照ください。 

設定業務の業務フローイメージは図１を参照願います。 

 

 

【留意事項】 

これまでの紙によるシステム設定情報調査票に替え、オンライン業務にてシステム設定の登 

録・変更・削除を行うものですので、以下の事項に留意願います。 

１．当該オンライン業務は、各社・事業所におけるシステム管理者、業務責任者（以下「システ 

ム管理者等」という。）又はシステム管理者等の指示に基づき業務を実施してください。 

２．システム管理者と連携を取って頂き、適正に業務を実施してください。 

３．本業務は、登録・変更又は削除を行った瞬間に、システム設定情報が変更になりますので、 

入力後、送信ボタンを押下（クリック）する前に、入力内容の再確認を行ってください。 
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図１ システム設定情報の業務フローイメージ 

 

【旧ＮＡＣＣＳでの変更フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新ＮＡＣＣＳでの変更フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旧ＮＡＣＣＳでは、紙によりシステム設定情報の変更等を行っていたものに替えて、オンライン

業務で行うものです。 
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表１ 利用者情報登録業務一覧 

 

項目番号 業務名 
業務 
コード 

業務概要 備考 

１ 利用者情報登録 URY 

 

利用者パスワードの変更を行う。 

また、データ送受信処理方式がメール

処理方式であり、かつメールボックスと

のシングルサインオン利用者の場合

は、同時にメールボックスパスワードを

変更した利用者パスワードと同一の値

に変更する。 

 

２－１ 通関士証票番号

登録 

UTB 

 

NACCSを利用する利用者が通関士の

場合は、本業務にて通関士証票番号

を登録する。 

利用申込後セ

ンターで必要

最低限の設定

を行います。 

２－２ 通関士証票番号

照会 

UTB01 通関士ＩＤ及び証票番号について、シ

ステムに登録されている情報を呼び出

す。 

 

３－１ 会話型宛先管理

登録 

UOK データ送受信処理方式が会話型で、

出力パターンがINQ型／EXZ型の宛

先を登録する。 

 

３－2 会話型宛先管理

照会 

UOK01 

 

「会話型宛先管理登録」によりシステム

に登録した情報を一覧照会する。 

 

３－3 会話型宛先管理

登録呼出し 

(照会業務として

利用) 

UOK11 

 

「会話型宛先管理登録」によりシステム

に登録した情報を出力情報コード単

位に呼び出す。 

 

４－１ メール型宛先管

理登録 

UOM 

 

データ送受信処理方式がメール型

で、出力パターンがINQ/EXZ型の宛

先を登録する。 

利用申込後セ

ンターで必要

最低限の設定

を行います。 

４－２ メール型宛先管

理照会 

UOM01 

 

「メール型宛先管理登録」業務により

システムに登録した情報を一覧表示

する。 

 

４－３ メール型宛先管

理登録呼出し 

UOM11 

 

「メール型宛先管理登録」業務により

システムに登録した情報を出力情報コ

ード単位に呼び出す。 

 

５－１ EXC型宛先管理

登録 

UOC 

 

データ送受信処理方式に関わらず、

出力パターンがEXC型の宛先を登録

する。 

利用申込後セ

ンターで必要

最低限の設定

を行います。 

５－２ EXC型宛先管理

照会 

UOC01 

 

「EXC型宛先管理登録」業務によりシ

ステムに登録した情報を一覧表示す

る。 

 

５－３ EXC型宛先管理

登録呼出し 

UOC11 

 

「EXC型宛先管理登録」業務によりシ

ステムに登録した情報を出力情報コー

ド単位に呼び出す。 
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項目番号 業務名 
業務 
コード 

業務概要 備考 

６－１ 同報電文出力先

登録 

UOD 

 

システムからの緊急の通知を出力する

宛先を登録する。 

利用申込後セ

ンターで必要

最低限の設定

を行います。 

６－２ 同報電文出力先

呼出し 

UOD11 

 

「同報電文出力先登録」業務によりシ

ステムに登録した情報を呼び出す。 

 

７－１ 照会資格者登録 ＵＳＳ 入力者以外に照会が可能な利用者を

登録する。 

 

７－２ 照会資格者登録

呼出し 

USS11 

 

「照会資格者登録」により、システムに

登録した情報を呼び出す。 

 

８ 管理資料情報配

信要否登録呼出

し 

（管理資料情報

配信要否登録） 

 

UKS11 

 

 

（UKS） 

 

管理資料情報の配信要否について、

システムに登録されている情報を呼び

出す。 

なお、配信要否の登録または変更を

行う場合は、呼び出した設定状況を確

認したうえで、必要な管理資料を登録

する。 

 

９ 口座複数利用可

能者登録呼出し

 (照会業務とし

て利用) 

UKZ11 

 

「口座複数利用可能者登録」によりシ

ステム登録した情報を呼び出す。 

 

１０ 輸出入許可通知

情報等二重出力

用基本情報登録

呼出し 

(照会業務として

利用) 

UOJ11 

 

「輸出入許可通知情報等の二重出力

用基本情報についてシステムに登録

されている情報を呼び出す。 

なお、呼び出した情報を基に、輸出入

許可通知情報の二重出力要否、出力

先利用者コード等の情報を登録するこ

とができる（1-1-6 ＵＯＪ業務参照）

が、ＵＯＪ業務は当分の間開放しない。 

 

１１－１ 輸出入許可通知

情報等二重出力

用宛先管理照会 

UON01 

 

「輸出入許可通知情報等二重出力用

宛先管理登録」によりシステムに登録

した情報を一覧照会する。 

 

 

１１－２ 輸出入許可通知

情報等二重出力

用宛先管理登録

呼出し 

(照会業務として

利用) 

UON11 

 

「輸出入許可通知情報等二重出力用

宛先管理」によりシステムの登録した

情報を出力情報コード単位に呼び出

す。 

 

１２－１ 許可後訂正可

能者登録 

UKT 

 

入力者以外に許可後の訂正が可能

な利用者を登録する。 

 

 

 

 

１２－２ 許可後訂正可能

者登録呼出し 

UKT11 

 

「許可後訂正可能者登録」業務により

システムに登録した情報を呼び出す。 
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項目番号 業務名 
業務 
コード 

業務概要 備考 

(照会業務とし

て利用) 

 

１３ 納付書等出力先

登録呼出し 

(照会業務として

利用) 

UNF11 

 

「納付書等出力先登録」によりシステム

に登録した情報を呼び出す。 

 

 

 

 

 

１４ 保税地域関連情

報登録呼出し 

 

（保税地域関連

情報登録） 

UBA11 

 

 

（UBA） 

保税地域に関する各種帳票や電文の

出力要否等について、システムに登録

されている情報を呼び出す。 

なお、出力要否の登録または変更を

行う場合は、呼び出した設定状況を確

認したうえで、必要な帳票等を登録す

る。 

 

１５－１ 保税蔵置場別ク

レジット扱業者登

録 

UBC 保税蔵置場別にクレジット扱業者を登

録する。 

 

１５－２ 保税蔵置場別ク

レジット扱業者登

録呼出し 

UBC11 「保税蔵置場別クレジット扱業者登録」

業務によりシステムに登録した情報を

呼び出す。 

 

１６－１ 機用品受託航空

会社登録 

UCJ 機用品に係る受託航空会社を登録す

る。 

 

１６－２ 機用品受託航空

会社登録呼出し 

UCJ11 「機用品受託航空会社登録」業務によ

りシステムに登録した情報を呼び出

す。 

 

１７ 蔵置場所別在庫

データ出力要否

設定 

（蔵置場所別在

庫データ出力要

否設定呼出し） 

UIA11 

 

 

（UIA） 

管理資料「蔵置場所別在庫データ」の

出力要否について、システムに登録さ

れている情報を呼び出す。 

なお、出力要否の登録または変更を

行う場合は、呼び出した設定状況を確

認したうえで、必要な出力情報等を登

録する。 

 

１８ リアルタイム口座

帳票要否呼出し 

 

 

（リアルタイム口

座帳票要否登

録） 

ＵＲＫ１１ 

 

 

 

（ＵＲＫ） 

オンライン・リアルタイム口座を用いた

関税等の振替完了通知情報の出力

要否設定状況を呼び出す。 

 

なお、配信要否の登録又は変更を行

う場合は、呼び出した設定状況を確認

したうえで、関税等の振替完了通知情

報の出力要否を登録する。 
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第１節 設定業務 

 

１.利用者情報登録（ＵＲＹ）業務 

ＮＡＣＣＳ利用者自身の利用者パスワードの変更を行います。また、データ送受信処理方式がメ

ール処理方式であり、かつメールボックスとのシングルサインオン利用者である場合は、同時にメ

ールボックスパスワードを変更した利用者パスワードと同一の値に変更します。 

変更は、「利用者情報登録（ＵＲＹ）」業務を利用し、次に掲げる事項を入力して送信すること

により行います。 

 

(１) 変更方法 

［１］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

現在、ログイン中の利用者の利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3

桁））を入力します。 

［２］利用者パスワード（「利用者パスワード」）欄 

変更後のパスワードを、８桁以内の半角英大文字（AからZ）及び半角数字（0

から9）で入力します。 

 

≪入力例≫ 

 

 

(２) 留意事項 

本業務は、府省共通ポータルの「申込管理ＩＤ」を変更するものではありません。 

 

 

利用者ＩＤ（８桁）を入力します。 

変更後のパスワードを入力します。 
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２－1  通関士証票番号登録（ＵＴＢ）業務 

システム管理者等が、通関士に係る通関士証票番号の登録、変更または削除（以下「登録等」と

いう。）を行う場合に本業務を実施します。 

登録等は、「通関士証票番号登録（ＵＴＢ）」業務を利用し、それぞれ次に掲げる事項を入力し

て送信することにより行います。 

通関士が、自身の通関士証票番号の登録等を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、業

務を実施してください。 

 

(１) 登録方法 

［１］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

現在、ログイン中の利用者の利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3

桁））を入力します。 

［２］通関士証票番号（「通関士証票番号」欄） 

上記［１］で入力した利用者ＩＤに係る通関士証票番号（税関より払いだされ

た通関士証票番号）を入力します。 

 

(２) 変更方法 

［１］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

現在、ログイン中の利用者の利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3

桁））を入力します。 

［２］通関士証票番号（「通関士証票番号」欄） 

上記［１］で入力した利用者ＩＤに係る変更後の通関士証票番号（税関より払

いだされた通関士証票番号）を入力します。 

 

(３) 削除方法 

［１］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

現在、ログイン中の利用者の利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3

桁））を入力します。 

［２］通関士証票番号（「通関士証票番号」欄） 

スペース（空欄）とします。 

 

(４) 留意事項 

① 当該業務を行った場合は、ＮＡＣＣＳセンターにおいてバスケットコードに係る宛先管理

設定を行いますので、変更の必要がある場合は、後記４－１．メール型宛先管理登録（ＵＯ

Ｍ）業務にて設定変更を行ってください。 

② 転勤等により、通関士が不在になった場合は、速やかに、本業務により当該通関士の削除

を行ってください。 
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≪入力例≫  

 

 

現在、ログイン中の利用者の利用者ＩＤ（利用者コード

（５桁）＋識別番号（３桁））を入力します。 

・登録する場合 

入力した利用者ＩＤに係る通関士証票番号（税関より払

い出された通関士証票番号）を入力します。 

・変更する場合 

入力した利用者ＩＤに係る変更後の通関士証票番号（税

関より払い出された通関士証票番号）を入力します。 

・削除する場合 

スペース（空欄）とします。 
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２－２  通関士証票番号照会（ＵＴＢ０１） 

  システム管理者等は、利用者コード（5桁）単位に、現在利用可能となっている通関士ＩＤ及び

証票番号を照会することができます。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能な他、照会画面から通関士証票番号登録（Ｕ

ＴＢ）業務へ画面を遷移し、登録、変更及び削除を行うことが可能です。 

照会は「通関士証票番号照会(ＵＴＢ０１)」業務を利用し、次の事項を入力して送信することに

より行います。 

 

（1） 照会方法 

利用者コード（「利用者コード」欄） 

現在ログオンしている利用者コード（5桁）を入力します。 

 

  ≪入力例≫ 

     

 

      本照会により、「通関士証票番号照会情報（ＣＡＬ０９６）」が配信されます。 

     

証票番号がブランクであっても、

有効な利用者ＩＤであれば表示さ

れます。 
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（2） ＵＴＢ業務への遷移方法（業務リンク機能） 

照会により配信された「通関士証票番号照会情報」画面の紫字になっている利用者ＩＤ

上で、マウスを右クリックし業務リンク（L）にカーソルを合わせ、ＵＴＢ（通関士証

票番号登録）を選択すると、ＵＴＢの画面へ遷移されます。 

  

    
   

 (3)  留意事項 

      ［１］通関士ＩＤ以外の利用者ＩＤで照会業務を行った場合、入力者情報に証票番号は

表示されません。 

 

      

     

 

入力者情報欄にはログオン中の利用者コード、利用者

ＩＤが表示される為、通関士ＩＤ以外の利用者ＩＤで

ログオンしている場合、証票番号はブランクで表示さ

れます。 
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［２］業務リンクから遷移されたＵＴＢ画面にはログオン中の利用者ＩＤが表示されま

す。 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 ※ＵＴＢ０１の運用につきましては、ＮＡＣＣＳ掲示板の「仕様変更一覧（項目番号58）」

  も合わせてご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログオン中の利用者ＩＤ 

通関士証票番号欄はブランクとなって

いるので、新たに変更したい証票番号

を入力します。（詳細はＵＴＢ業務を

ご参照ください） 

※ログオンしている利用者ＩＤ以外の通関

士証票番号を変更・登録・削除する際は、

ログオンし直すことが必要となります。 

 （ログオンしている利用者ＩＤと入力する

利用者ＩＤが異なっている場合、エラーと

なります。） 
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３－１.会話型宛先管理登録（ＵＯＫ）業務 

 

データ送受信処理方式が会話処理方式であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸＺ型

の宛先について、入力端末とは別の端末に出力する為に出力先の端末を出力情報コード単位に登録、変

更または削除（以下「登録等」という。）する場合、本業務を実施します。 

 登録等は、「会話型宛先管理登録（ＵＯＫ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力または選択し

て送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくださ

い。 

変更・削除を行う場合には、必ず「会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）」業務を利用して、

現在の設定内容を呼び出してから変更・削除の作業を行ってください。 

 

(１) 登録方法 

 ［１］入力端末名 

     入力端末名（６桁）を入力します。 

 ［２］出力情報コード 

上記［１］で入力した入力端末から出力端末に送信する出力情報コードを入力します。 

     －入力例－ 

      処理結果通知電文以外の入力例：AAD2AG（6桁） 

      処理結果通知電文の入力例  ：*AEDA01（7桁）、*AEDA（5桁） 

      全ての出力情報コードの入力例：999999（6桁） 

 －「変更する内容」の枠内－ 

［３］出力端末名（「出力端末名」欄） 

        出力端末名を入力します。 

［４］出力先利用者コード 

出力端末名にＤＩおよびＳＭＴＰ双方向向け出力端末名を指定している場合は、 

入力してください。 

 

［５］出力先システム形態（「出力先システム形態」欄） 

出力端末名にＤＩ、ＳＭＴＰ双方向及びｅｂＭＳ向け出力端末名を指定している場合は、

以下のいずれかの形態を入力または選択します。 

形態 内 容 

Ｐ ＤＩ（Ａｉｒのみ） 

Ｙ ＳＭＴＰ双方向 

Ｖ ｅｂＭＳ 

［６］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

 

 

 



１－１－１３ 

 

(２) 変更方法 

「会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び出し、上

記(1)登録方法に準じて変更後の内容を入力します。 

 

(３) 削除方法 

「会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び出し、

削除要否を入力します。 

［６］削除要否（「削除要否」欄）    

「Ｄ」を入力または選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、入力者に対し「会話型宛先管理情報（出力情報コード：CAL0300）」が配信

されます。 

 

(５) 留意事項 

  ①出力先端末は利用者の所有する端末以外には設定できません。 

  ②ログインする利用者ID（8桁）の利用者コード（5桁）に紐づいている論理端末名 

のみ出力先論理端末名として設定が可能です。 
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≪入力例≫ 

※会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）業務を行った後、本業務を行う入力例（宛先の出力端

末名を1S008Wから22222Wに変更する例） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＯＫ11業務によって呼び出された

現在の設定状況が出力されます。 

現在の1S008Wから変更する為、22222Wを入力し

ます。 

ＤＩ、ＳＭＴＰ双方向向けの出力端末名の場合は入

力してください。 

ＤＩ、ＳＭＴＰ双方向及びｅｂＭＳ向けの出力端末名

を指定していない場合は入力不要です。 

「削除」の場合以外はスペース

（空欄）にしておきます。 
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３－２.会話型宛先管理照会（ＵＯＫ０１）業務 

データ送受信処理方式が会話型であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸＺ

型の宛先について、入力端末毎に、出力情報コードと出力端末を一覧照会することができます。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 照会方法 

照会は、「会話型宛先管理照会（ＵＯＫ０１）」業務を利用し、次の事項を入力して送信

することにより行います。 

［１］入力端末名（「入力端末名」欄） 

照会したい入力端末の論理端末名を入力します。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本照会により、入力者に対し「会話型宛先管理照会情報（出力情報コード：CAL0310）」

が配信されます。 
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３－３.会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）業務   

 

データ送受信処理方式が会話型であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸＺ

型の宛先について、出力先の端末を出力情報コード単位に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用します。 

呼び出し（照会）は、「会話型宛先管理登録呼出し（ＵＯＫ１１）」業務を利用し、次の事項を

入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

 

 

(１) 呼び出し(照会)方法 

［１］入力端末名（「入力端末名」欄） 

呼び出したい論理端末名を入力します。 

［２］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［１］で入力した端末に係る出力情報コードを入力します。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し(照会)により、「会話型宛先管理呼出情報（出力情報コード：CAL0320）」が

配信されます。 
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４－１.メール型宛先管理登録（ＵＯＭ）業務 

データ送受信処理方式がメール型であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸ

Ｚ型の宛先について、出力先のメールボックスを出力情報コード単位に登録、変更または削除（以

下「登録等」という。）を行う場合に本業務を実施します。 

登録等は、「メール型宛先管理登録（ＵＯＭ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力または

選択して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

変更・削除を行う場合には、必ず「メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）」業務を利用し

て、現在の設定内容を呼び出してから変更・削除の作業を行ってください。 

 

(１) 登録方法 

［１］入力元メール識別（「入力元メール識別」欄） 

以下のいずれかを入力または選択します。 

    表：メール種別コード表 

種別 内 容 

Ｍ メール 

Ｅ ＥＤＩＦＡＣＴ(Seaのみ) 

［２］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3桁））を入力します。 

［３］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［２］で入力した利用者ＩＤに係る出力情報コードを入力します。 

－入力例－ 

          処理結果通知電文以外の入力例：AAD2AG（6桁） 

          処理結果通知電文の入力例  ：*AEDA01（7桁）、*AEDA（5桁） 

          全ての出力情報コードの入力例：999999（6桁） 

―「変更する内容」の枠内― 

［４］メールボックスＩＤ（「メールボックスＩＤ」欄） 

出力先のメールボックスＩＤを入力します。 

［５］出力先メール種別（「出力先メール種別」欄） 

上記［４］で入力したメールボックスＩＤに係る出力先のメール種別を、上

表（メール種別コード表）の区分に従い、いずれかを入力または選択します。 

［６］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

 

(２) 変更方法 

「メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、上記(1)登録方法に準じて変更後の内容を入力します。 
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(３) 削除方法 

「メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、削除要否を入力します。 

［６］削除要否欄 

「Ｄ」を選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、変更前のメールボックスに「メール型宛先管理登録情報（出力情報コー

ド：CAL0330）」が配信されます。 

 

≪入力例≫ ※メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）業務を行った後、本業務を行う入力

例（出力先の宛先のメールボックスＩＤ「ＮＡＣ００１０１」から「ＮＡＣ００２０

２」に変更する場合の入力例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 留意事項 

① 変更する場合は、当該業務を利用して実施してください。 

② ＮＡＣＣＳセンターに利用申込み手続きが完了した後に利用者へ送付するメールボッ

クスＩＤのうち「一番若い番号」のメールボックスＩＤをＮＡＣＣＳセンターが仮にバス

ケットコードとして登録します。 

③ メール処理方式を利用の場合、本業務によるバスケットコードの新規登録を行うことは

できません。 

④ バスケットコードのメールボックスＩＤの削除はできませんのでご注意ください。 

メール処理方式を利用の場合、本業務によるバスケットコードの新規登録を行うことはで

きません。 

出力先を現在の、「ＮＡＣ００１０１」から「ＮＡＣ００２０２」

へ変更するため 

メールボックスＩＤに「ＮＡＣ００２０２」と入力します。 

現在の設定状況が出

力されます。 
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４－２.メール型宛先管理照会（ＵＯＭ０１）業務 

データ送受信処理方式がメール型であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸ

Ｚ型の宛先について、利用者ＩＤ毎に、出力情報コードと出力先のメールボックスＩＤを一覧照会

することができます。 

照会は、「メール型宛先管理照会（ＵＯＭ０１）」業務を利用し、次の事項を入力して送信する

ことにより行います。 

 

(１) 照会方法 

［１］入力元メール種別（「入力元メール種別」欄） 

以下のいずれかを入力または選択します。 

種別 内 容 

Ｍ メール 

Ｅ ＥＤＩＦＡＣＴ（Ｓｅａのみ） 

［２］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

照会したい利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3桁））を入力しま

す。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本照会により、入力者に対し「メール型宛先管理照会情報（出力情報コード：CAL0340）」

が配信されます。 
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４－３.メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）業務 

データ送受信処理方式がメール型であり、システム管理者等は、出力パターンがＩＮＱ型／ＥＸ

Ｚ型の宛先について、出力先のメールボックスＩＤを出力情報コード単位に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「メール型宛先管理登録（ＵＯＭ）」業務により変更または削除をするこ

とができます。 

呼び出し（照会）は、「メール型宛先管理登録呼出し（ＵＯＭ１１）」業務を利用し、次の事項

を入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し(照会)方法 

［１］入力元メール種別（「入力元メール種別」欄） 

以下のいずれかを入力または選択します。 

種別 内 容 

Ｍ メール 

Ｅ ＥＤＩＦＡＣＴ（Ｓｅａのみ） 

［２］利用者ＩＤ（「利用者ＩＤ」欄） 

呼び出したい利用者ＩＤ（利用者コード（5桁）＋識別番号（3桁））を入力し

ます。 

［３］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［２］で入力した利用者ＩＤに係る出力情報コードを入力します。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「メール型宛先管理呼出情報（出力情報コード：

CAL0350）」が配信されます。 
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５－１.ＥＸＣ型宛先管理登録（ＵＯＣ）業務 

データ送受信処理方式に関わらず、システム管理者等は、出力パターンがＥＸＣ型の宛先を出力

情報コード単位に登録、変更または削除（以下「登録等」という。）を行う場合に本業務を実施し

ます。 

登録等は、「ＥＸＣ型宛先管理登録（ＵＯＣ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力または

選択して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

変更・削除を行う場合には、必ず「ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）」業務を利用し

て、現在の設定内容を呼び出してから変更・削除の作業を行ってください。 

 

(１) 登録方法 

［１］利用者コード（「利用者コード」欄） 

利用者コード（5桁）を入力します。 

［２］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［１］で入力した利用者コードに係る出力情報コードを入力します。 

         －入力例－ 

          処理結果通知電文以外の入力例：AAD2AG（6桁） 

          処理結果通知電文の入力例  ：*AEDA01（7桁）、*AEDA（5桁） 

          全ての出力情報コードの入力例：999999（6桁） 

     －「変更する内容」の枠内－ 

［３］出力端末名（「出力端末名」欄） 

下記［６］で「Ｉ：ＱＳＴ型（即時型）」を選択した場合は、出力端末名を入

力します。 

［４］メールボックスＩＤ（「メールボックスＩＤ」欄） 

下記［６］で「Ｍ：メール型」を選択した場合は、メールボックスＩＤを入力

します。 

［５］メール種別（「メール種別」欄） 

上記［４］でメールボックスＩＤを入力した場合は、以下のいずれかの種別を

入力または選択します。 

種別 内 容 

Ｍ メール 

Ｅ ＥＤＩＦＡＣＴ（Ｓｅａのみ） 

［６］送信先種別（「送信先種別」欄） 

以下のいずれかの種別を入力または選択します。 

種別 内 容 

Ｉ ＱＳＴ型（即時型） 

Ｅ ＱＥＸ型（蓄積型） 

Ｍ メール型 

［７］出力先利用者コード（「出力先利用者コード」欄） 

上記［６］で「Ｅ：ＱＥＸ型（蓄積型）」を選択した場合は、出力先の利用者
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コードを入力します。 

上記［６］で「Ｉ：ＱＳＴ型（即時型）」を選択し、かつ、上記［３］で入力

した端末が、自社システム向けの場合は、出力先の自社システム用利用者コード

を入力します。 

［８］出力先システム形態（「出力先システム形態」欄） 

上記［６］で「Ｅ：ＱＥＸ型（蓄積型）」を選択した場合は、以下のいずれか

の形態を入力または選択します。 

形態 内 容 

Ｐ ＤＩ（Ａｉｒのみ） 

Ｙ ＳＭＴＰ双方向 

Ｖ ｅｂＭＳ 

Ｎ パッケージソフト 

上記［６］で「Ｉ：ＱＳＴ型（即時型）」を選択し、かつ、上記［３］で入力

した端末が、ＳＭＴＰ双方向向けの論理端末であれば、以下のいずれかの形態を

入力または選択します。 

種別 内 容 

Ｐ ＤＩ（Ａｉｒのみ） 

Ｙ ＳＭＴＰ双方向 

［９］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

(２) 変更方法 

「ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、上記(1)登録方法に準じて変更後の内容を入力します。 

 

(３) 削除方法 

「ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、削除要否を入力します。 

［９］削除要否（「削除要否」欄） 

「Ｄ」を入力または選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、入力者に対し「ＥＸＣ型宛先管理情報（出力情報コード：CAL0230）」

が配信されます。 

 

(５) 留意事項 

① 変更する場合には、当該業務を利用して実施してください。 

② ＮＡＣＣＳセンターに利用申込み手続きが完了した後に利用者へ送付する論理端末及

びメールボックスＩＤのうち「一番若い番号」の論理端末及びメールボックスＩＤをＮＡ

ＣＣＳセンターが仮にバスケットコードとして登録します。 

③ バスケットコードの出力先端末及びメールボックスＩＤの削除はできませんのでご注
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意ください。 

 

≪入力例≫ ※ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）業務を行った後、本業務を行う入

力例（宛先のメールボックスＩＤを「ＮＡＣ００１０１」から「ＮＡＣ００２０

２」に変更する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力先を現在の、ＮＡＣ００１０１からＮＡＣ００２０２へ

変更するため 

メールボックスＩＤに「ＮＡＣ００２０２」と入力する。 

現在の設定状況が

出力されます。 
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５－２.ＥＸＣ型宛先管理照会（ＵＯＣ０１）業務 

データ送受信処理方式に関わらず、システム管理者等は、出力パターンがＥＸＣ型の宛先につい

て、利用者コード（5桁）毎に、出力情報コードと出力先を一覧照会することができます。 

 

(１) 照会方法 

照会は、「ＥＸＣ型宛先管理照会（ＵＯＣ０１）」業務を利用し、利用者コード（「利用

者コード」欄）に照会したい利用者コード（5桁）を入力し送信することにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本照会により、入力者に対し「ＥＸＣ型宛先管理照会情報（出力情報コード：CAL0240）」

が配信されます。 
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５－３.ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）業務 

データ送受信処理方式に関わらず、システム管理者等は、出力パターンがＥＸＣ型の宛先情

報を利用者コード（5桁）および出力情報コード毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「ＥＸＣ型宛先管理登録（ＵＯＣ）」業務により変更または削除をす

ることができます。 

呼び出し(照会)は、「ＥＸＣ型宛先管理登録呼出し（ＵＯＣ１１）」業務を利用して、次の

事項を入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

［１］利用者コード（「利用者コード」欄） 

呼び出したい利用者コード（5桁）を入力します。 

［２］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［１］で入力した利用者コードに係る出力情報コードを入力します。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「ＥＸＣ型宛先管理呼出情報（出力情報コ

ード：CAL0250）」が配信されます。 
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６－１.同報電文出力先登録（ＵＯＤ）業務 

ＮＡＣＣＳセンターから緊急に周知すべき事項が発生した場合等に、システムを通して利用者の

特定の端末宛（メール型の場合は、メールボックス宛）に出力電文として配信を行います。 

利用者コード毎にＥＸＣ型電文のバスケットコード（出力情報コード：999999）の出力先に同報

電文を出力しますが、当該出力先以外に出力先の登録を希望する場合に、システム管理者等は、出

力電文の出力先の端末（メール型の場合は、メールボックス）の登録、変更または削除（以下「登

録等」という。）を本業務にて実施します。 

登録等は、「同報電文出力先登録（ＵＯＤ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力して送信

することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

変更・削除を行う場合には、必ず「同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）」業務を利用して、

現在の設定内容を呼び出してから変更・削除の作業を行ってください。 

 

(１) 登録方法 

［１］利用者コード（「利用者コード」欄） 

利用者コード（5桁）を入力します。 

―「変更する内容」の枠内― 

［２］出力論理端末名（「出力論理端末名」欄） 

会話型の場合、ＥＸＣ型電文のバスケットコードの出力先以外の論理端末名

を入力します。 

［３］メールボックスＩＤ（「メールボックスＩＤ」欄） 

メール型の場合、ＥＸＣ型電文のバスケットコードの出力先以外のメールボ

ックスＩＤを入力します。 

［４］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

(２) 変更方法 

「同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び

出し、上記(1)登録方法に準じて変更後の内容を入力します。 

 

(３) 削除方法 

「同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び

出し、削除要否を入力します。 

［９］削除要否（「削除要否」欄） 

「Ｄ」を選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、入力者に対し「同報電文出力先情報（出力情報コード：CAL0260）」が
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配信されます。 

(５) 留意事項 

①同報電文の出力先は、ＮＡＣＣＳセンターでＥＸＣ型のバスケットコードの出力先と同様の

論理端末またはメールボックスＩＤに設定します。 

②同報電文の出力先がバスケットコードの出力先論理端末及びメールボックスＩＤと同様の

場合は、登録、変更及び削除はできません。 

③同報電文は、ＥＤＩＦＡＣＴの対象ではないため、ＥＤＩＦＡＣＴ利用者のメールボックス

は設定できません。 

④入力者の業種に変更が生じた場合、出力論理端末またはメールボックスＩＤの登録・削除の

有無に関わらず、本業務を実施する必要があります。 

 

≪入力例≫ ※同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）業務を行った後、本業務を行う入力

例（メールボックスＩＤを「ＮＡＣ００１０１」から「ＮＡＣ００２０２」に変

更する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力先を現在の、「ＮＡＣ００１０１」から「ＮＡＣ００２０２」へ

変更するため 

メールボックスＩＤに「ＮＡＣ００２０２」と入力します。 

現在の設定状況を出力

します。 
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６－２.同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）業務 

システム管理者等は、同報電文出力先情報を利用者コード（5桁）毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「同報電文出力先登録（ＵＯＤ）」業務により変更または削除をすること

ができます。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「同報電文出力先登録呼出し（ＵＯＤ１１）」業務を利用し、利用者コード

（「利用者コード」欄）に呼び出したい利用者コード（5桁）を入力して送信することによ

り行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「同報電文出力先呼出情報（出力情報コード：

CAL0270）」が配信されます。 
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７－１ 照会資格者登録（ＵＳＳ） 

システム管理者等は、利用者コード（5桁）毎に入力者が行った各種登録業務の内容を照会可能

とする利用者の利用者情報を登録、又は削除（以下「登録等」という。）を行う場合に本業務を実

施します。 

登録等は、「照会資格者登録（ＵＳＳ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力又は選択して

送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

変更・削除を行う場合には、必ず「照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）」業務を利用して、現

在の設定内容を呼び出してから登録・削除の作業を行ってください。 

 

（１） 登録方法 

［１］利用者コード（「利用者コード」欄） 

利用者コード（5桁）を入力します。 

 ―「変更する内容」の枠内― 

［２］照会資格者（「照会資格者」欄） 

照会資格者欄に照会可能としたい利用者コード（5桁）を入力します。 

［３］更新種別（「更新種別」欄） 

 「Ｉ：追加」を入力又は選択します。 

 

（２）変更方法 

「照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び出し、

上記(１)登録方法及び下記(３)削除方法を併用して入力します。 

具体的には、変更する内容の枠内に、変更前の内容（照会資格の権限を取り消す利用者

コードを入力し、更新種別は「Ｄ：削除」を選択）と変更後の内容（新たに照会資格の権

限を持たせる利用者コードを入力し、更新種別は「Ｉ：追加」を選択）を入力します。 

 

(３) 削除方法 

「照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼び出し、

以下により削除する内容を入力します。 

［２］照会資格者（「照会資格者」欄） 

変更前の設定状況欄にある利用者コードのうち、照会資格の権限を取り消す利用

者コード（5桁）を入力します。 

 

［３］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｄ：削除」を入力又は選択します。 
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(４) 出力情報 

本登録により、入力者に対し「照会資格者情報（出力情報コード：CAL0390）」が配信さ

れます。 

 

(５) 留意事項 

照会資格者として登録された利用者が実施可能なオンライン業務は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務コード 業務名 備考 

 ＩＩＤ 輸入申告等照会 

 

 ＩＤＩ 修正申告照会 

 ＩＡＤ 修正申告照会 

ＩＫＫ 関税等更正請求照会 

ＩＯＴ 輸入申告照会（沖縄特免制度） 

ＩＥＸ 輸出申告等照会 

ＩＥＳ 輸出申告等一覧照会 

ＩＥＵ 別送品輸出申告照会 

ＩＵＥ 別送品輸出申告一覧照会 

ＩＡＳ 担保照会 

ＩＢＡ 口座照会 

ＩＧＳ 輸出貨物情報照会 

ＩＭＡ 輸出貨物情報照会 

ＩＵＳ ＵＬＤ積付状況照会 

ＩＭＦ１１ 輸入便情報照会（ＡＷＢ） 

ＩＭＯ 輸出自動車情報照会 
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≪入力例≫ ※照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）業務を行った後、本業務を行う入力例 

（現在設定中の「Ｊ２ＮＡＣ」の照会資格を削除し、新たに「Ｊ４ＮＡＣ」

を照会資格者とする場合の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者コード

入力欄 更新種別欄 

※企業略称（利用者コードの下３桁）が異なる利用

者コードを登録したい場合、USSでは対応しており

ませんので従来どおり調査票を提出してください。 

現在の設定状況が出力

されます。 
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７－２.照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）業務 

システム管理者等は、入力者が行った各種登録業務の内容を照会可能とした利用者の利用者情報

を利用者コード（5桁）毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用します。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「照会資格者登録呼出し（ＵＳＳ１１）」業務を利用し、利用者コード（「利

用者コード」欄）に呼び出したい利用者コード（5桁）を入力して送信することにより行い

ます。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「照会資格者呼出情報（出力情報コード：CAL

0400）」が配信されます。 
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８.管理資料情報配信要否登録呼出し（ＵＫＳ１１）業務 

システム管理者等は、「利用者コード」(5桁)毎に、管理資料情報要否の設定(どの管理資料情報

が配信されるかの設定)を呼び出して確認し、変更することができます。 

配信要と設定されている管理資料情報には「Y」が表示されています。システム管理者等以外の

方が本業務を行う場合は、システム管理者等の指示の下、本業務を実施してください。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「利用者コード」欄に呼び出したい利用者コード（5桁）を入力して送信す

ることにより行います。 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２)変更登録方法 

   上記（１）で呼び出した登録画面に入力し送信します。表示された現在の設定から 

 変更の必要が無い場合は、送信せずそのまま登録画面を閉じます。 

  ＜入力方法＞ 

① 配信を希望する管理資料情報の右欄に「Ｙ」を入力、又は選択します。 

② 配信を希望しない管理資料情報の右欄は、スペース（空欄）とします。 

③ 入力が終わったら送信します。 

 

≪入力例≫ ※管理資料情報配信要否登録呼出し（ＵＫＳ１１）業務の入力例 

 

 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「管理資料情

報配信要否呼出情報（出力情報コード：CAL0160）」が

配信されます。 

本登録等により、入力者に対し 

「管理資料情報配信要否情報（出力情報コード：CAL0150）」が配信されます。 
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(３)留意事項 

① 管理資料情報には「有料」のものと「無料」のものがあります。 

② 「輸出入・港湾関連情報処理センターシステムサービス利用申込書」において「無料のみ

 配信希望」と申請した場合は、本業務で「有料」の管理資料情報の配信を「要」にするこ

 とはできません。従って、無料の管理資料情報に加え、有料の管理資料情報の配信を希望

 する場合は、必ず利用契約関連書類のうち「システムサービス利用契約変更申込書」の「管

 理統計資料」欄の変更申請を行ってから本業務を実施してください。 

③ 利用申込時に「有料の配信希望」と申請した場合は、NACCSセンターでEDI仕様書（付録6-

11）の出力先業種毎に全て「要」を設定しますので、不要な管理資料情報がある場合は、

利用者自らがを「不要」にしてください。但し、「有料」の管理資料情報の全てを不要に

設定することはできません。有料管理資料情報を必ず１つ取得してください。（※1） 

④ 保存サービスを申し込まれている保税蔵置場・航空会社・機用品業の方は、当該サービス

   対象の管理資料要否を設定することはできません。（※2） 

⑤ 以下３つの管理資料情報 

  「159：DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT（DAILY）」 

   「160：DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT（MONTHLY）」 

   「161：DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS」 

  を希望する際、受委託関係を結んでいる受託元の情報も反映したい場合は、本業務で配信希 

  望「Ｙ」を設定しただけでは反映しません。 

 必ず「受託航空会社（兼 自社業務用）登録調査票」の「DEPARTURE CARGO REPORT BY  

  FLIGHT（DAILY）対象表示」、「DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT（MONTHLY）対象表示」、

  「DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS対象表示」欄に「１：出力対象」と記入の上、 

  ＮＡＣＣＳセンターに提出してください。 

 

 

 

（※1）有料管理資料情報の全てを不要とした場合、エラーとなりエラーコード「R0002」が出力される。 
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(※2）保存サービス利用者が保存対象管理資料を不要に設定した場合、エラーとなりエラーコード「E0003」が出力される。 
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９.口座複数利用可能者登録呼出し（ＵＫＺ１１）業務 ※呼び出された情報は、照会用としての利用とな 

り、変更・削除はできません。 

 

システム管理者等は、入力者の口座で関税等の納付を行うことを可能とした利用者の利用者情報

を口座番号毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用します。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「口座複数利用可能者登録呼出し（ＵＫＺ１１）」業務を利用し、口座番号

（「口座番号」欄）に呼び出したい口座番号を入力して送信することにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「口座複数利用可能者呼出情報（出力情報コー

ド：CAL0200）」が配信されます。 
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１０.輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録呼出し（ＵＯＪ１１）業務 

ダイレクト・インターフェースおよびゲートウェイ接続（ＳＭＴＰ双方向またはＳＭＴＰ／

ＰＯＰ３）によるＮＡＣＣＳ利用者が、何らかの理由により、パソコン用パッケージソフトを

利用して輸出入申告等を行った場合、許可通知情報等は輸出入申告等を行ったパソコンに出力

され、自社システムには出力されないことから、自社システムでの集中管理ができないことに

なります。 

このため、ダイレクト・インターフェースおよびゲートウェイ接続による利用者が、パソコン

用パッケージソフトを利用して輸出入申告等を行った場合であっても、許可通知情報等の出力を、

輸出入申告等を行ったパソコンに加え、自社システム宛に出力させたい場合に、二重出力用基本

情報の登録、変更または削除（以下「登録等」という。）を行います。 

 

システム管理者等は、利用者コード（5桁）単位に、輸出入許可通知情報等二重出力用基本情

報を呼び出すことができます。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能な他、呼び出した登録画面から、二重出力

用基本情報の登録等を行うことが可能です。 

照会・登録等はそれぞれ次の事項を入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してく

ださい。 

 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、利用者コード（「利用者コード」欄）に呼び出したい利用者コードを入力し

て送信することにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

  《出力情報》 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「二重出力用基本呼出情報（出力情報コード：

CAL0290）」が配信されます。 

 

(２) 登録方法 

    登録を行う場合は、上記（１）で呼び出した登録画面に、輸出申告関連の許可通知情

報等を二重出力する出力先等の入力を行い送信します。 

―「変更する内容」の枠内「輸出」― 

輸出申告関連の許可通知情報等を二重出力する出力先を登録します。 

［１］出力先利用者コード（「出力先利用者コード」欄） 
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出力先の自社システム用利用者コード（5桁）を入力します。 

なお、本欄に入力した場合は、下記［２］、［３］のいずれかは必須入力項

目となります。 

［２］パッケージソフト／ＧＷ申告時二重出力要否（「パッケージソフト／ＧＷ申告

時二重出力要否」欄） 

パッケージソフト／ＧＷで輸出申告等を行った際に、自社システム向けに二重

出力する場合は、「Ｙ」を入力または選択します。 

［３］ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否（「ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否」

欄） 

自社システム（ＳＭＴＰ双方向またはＳＭＴＰ／ＰＯＰ３）で輸出申告等を行

った際に、もう１通自社システム向けに二重出力する場合は、「Ｙ」を入力また

は選択します。 

［４］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

―「変更する内容」の枠内「輸入・蔵入」― 

輸入・蔵入申告関連の許可通知情報等を二重出力する出力先を登録します。 

 

［５］出力先利用者コード（「出力先利用者コード」欄） 

出力先の自社システム用利用者コード（5桁）を入力します。 

なお、本欄に入力した場合は、下記［７］、［８］のいずれかは必須入力項

目となります。 

［６］パッケージソフト／ＧＷ申告時二重出力要否（「パッケージソフト／ＧＷ申告

時二重出力要否」欄） 

パッケージソフト／ＧＷで輸入・蔵入申告等を行った際に、自社システム向

けに二重出力する場合は、輸入欄または蔵入欄は「Ｙ」を入力または選択しま

す。 

［７］ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否（「ＤＩ／ＳＭＴＰ申告時二重出力要否」

欄） 

自社システム（ＤＩ、ＳＭＴＰ双方向またはＳＭＴＰ／ＰＯＰ３）で輸入・

蔵入申告等を行った際に、もう１通自社システム向けに二重出力する場合は、

輸入欄または蔵入欄は「Ｙ」を入力または選択します。 

［８］削除要否（「削除要否」欄） 

スペース（空欄）を選択します。 

 

(３) 変更方法 

変更を行う場合は、上記（１）で呼び出した登録画面で現在の設定状況を確認した後、、

上記(２)登録方法に準じて変更後の内容を入力または選択します。 

なお、輸出の欄に変更がない場合は、上記(２)登録方法［１］から［４］の項目は全て

スペース（空欄）にします。 
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同様に、輸入・蔵入の欄に変更がない場合は、上記(２)登録方法［５］から［８］の項

目は全てスペース（空欄）にします。 

 

(４) 削除方法 

削除を行う場合は、上記（１）で呼び出した登録画面で現在の設定状況を確認した後、、

削除要否を入力または選択します。 

［９］削除要否（「削除要否」欄） 

「Ｄ」を入力または選択します。 

 

 《出力情報》 

本登録等により、入力者に対し「二重出力用基本情報（出力情報コード：CAL0280）」

が配信されます。 
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≪入力例≫ ※輸出入許可通知情報等二重出力用基本登録呼び出し（ＵＯＪ１１）業務の入力

例（出力先利用者コードを「Ｊ２ＮＡＣ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へ、「Ｊ３ＮＡ

Ｃ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へに変更する事例です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入・蔵入申告関連の宛先管理を変更

します。 

現在の「Ｊ３ＮＡＣ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へ変更

する例です。 

輸出のみの変更の場合は、全てスペース

としてください。 

（全てがスペースであった場合、現在の設

定を変更しません。上記設定状況（輸入・

蔵入）のとおりで変更されません。） 

輸出申告関連の宛先管理を変更

します。 

現在の「Ｊ２ＮＡＣ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へ

変更する例です。 

輸入・蔵入のみの変更の場合は、

全てスペースとしてください。 

（全てがスペースであった場合、現

在の設定を変更しません。上記設

定状況（輸出）のとおりで変更され

ません。） 

現在の設定状況が出

力されます 
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１１－１.輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理照会（ＵＯＮ０１）業務 

システム管理者等は、輸出入許可通知情報等の二重出力を行う宛先について、自社システム用

利用者コード（5桁）毎に、出力情報コードと出力先を一覧照会することができます。 

 

(１) 照会方法 

照会を行おうとする場合は、「輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理照会（ＵＯＮ０

１）」業務を利用し、自社システム用利用者コード（「自社システム用利用者コード」欄）

に照会したい自社システム用の利用者コード（5桁）を入力して送信することにより行いま

す。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本照会により、入力者に対し「二重出力用宛先管理照会情報（出力情報コード：CAL

0370）」が配信されます。 
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１１－２.輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録呼出し（ＵＯＮ１１）業務 

システム管理者等は、輸出入許可通知情報等の二重出力情報について、二重出力を行う場合の

宛先情報を、自社システム用利用者コード（5桁）および出力情報コード毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用します。 

呼び出しは、「輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録呼出し（ＵＯＮ１１）」業務を

利用し、次の事項を入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してく

ださい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

［１］自社システム用利用者コード（「自社システム用利用者コード」欄） 

呼び出したい自社システム用の利用者コード（5桁）を入力します。 

［２］出力情報コード（「出力情報コード」欄） 

上記［１］で入力した利用者コードに係る出力情報コードを入力します。 

－入力例－ 

処理結果通知電文以外の入力例：AAX1AG （６桁） 

処理結果通知電文の入力例   ：*AEDA01（7桁）、*AEDA（5桁） 

全ての出力情報コードの入力例 ：999999 （６桁） 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「二重出力用宛先管理呼出情報（出力情報コー

ド：CAL0380）」が配信されます。 
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１２－１.許可後訂正可能者登録（ＵＫＴ）業務 

輸出・積戻し許可後に許可内容の訂正（輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）業務（船名・便名・

数量等の変更））を行う場合、システムでは申告者が行うほか、申告者以外の通関業者（利用者

コード（5桁）の異なる通関業者）に依頼して行うことも可能となっています。 

このため、システム管理者等は、当該業務に係る委託関係を、当初申告者の利用者コード（5

桁）毎に許可後訂正を委託する利用者の登録、変更または削除（以下「登録等」という。）を行

う場合に本業務を実施します。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してく

ださい。 

変更・削除を行う場合には、必ず「許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）」業務を利用

して、現在の設定内容を呼び出してから変更・削除の作業を行ってください。 

 

(１) 登録方法 

［１］利用者コード（「利用者コード」欄） 

当初申告者の利用者コード（5桁）を入力します。 

     ―「変更する内容」の枠内― 

［２］許可後訂正可能者（「許可後訂正可能者」欄） 

許可後訂正業務を委託する通関業者の利用者コード（5桁）を入力します。 

［３］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｉ：追加」を入力または選択します。 

 

(２) 変更方法 

「許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、上記(１)登録方法及び下記(３)削除方法を併用して入力します。 

具体的には、変更する内容の枠内に、変更前の内容（許可後訂正の委託を取り消す通関

業者の利用者コードを入力し、更新種別は「Ｄ：削除」を選択）と変更後の内容（新たに

許可後訂正を委託する通関業者の利用者コードを入力し、更新種別は「Ｉ：追加」を選択）

を入力します。 
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(３) 削除方法 

「許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を呼

び出し、以下により削除する内容を入力します。 

［２］許可後訂正可能者（「許可後訂正可能者」欄） 

変更前の設定状況欄にある利用者コードのうち、許可後訂正の委託を取り消す

利用者コード（5桁）を入力します。 

 

［３］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｄ：削除」を入力または選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録により、入力者に対し「許可後訂正可能者情報（出力情報コード：CAL0170）」が

配信されます。 

 

(５) 留意事項 

許可後訂正可能者として登録された利用者が実施可能なオンライン業務は以下のとおり

です。 

業務コード 業務名 備考 

ＥＡＡ 輸出許可内容変更申請事項登録 

 
ＥＡＢ 輸出許可内容変更申請事項呼出し 

ＵＡＡ 別送品輸出許可内容変更申請事項登録 

ＵＡＢ 別送品輸出許可内容変更申請事項呼出し 
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≪入力例≫ ※許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）業務を行った後、本業務を行う入力例

（現在設定中の「Ｊ２ＮＡＣ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へ変更する場合の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会可能者を現在の、１ＢＮＡＣから４ＢＮＡＣへ変更するため、 

 

利用者コードに「１ＢＮＡＣ」、更新種別に「Ｄ：削除」と入力し、利

用者コードに「４ＢＮＡＣ」、更新種別に「Ｉ：追加」と入力する。 

許可後訂正可能者を、現在の、「Ｊ２ＮＡＣ」から「Ｊ４ＮＡＣ」へ変更するため、 

許可後訂正可能者欄０１に「Ｊ２ＮＡＣ」を入力し、更新種別は「Ｄ：削除」を選択、許可後

訂正可能者欄０２に「Ｊ４ＮＡＣ」を入力し、更新種別は「Ｉ：追加」を選択します。 

利用者コード

入力欄 更新種別欄 

現在の設定状況が出力

されます。 
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１２－２.許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）業務 

システム管理者等は、輸出・積戻し許可後の許可内容の訂正（輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）

業務（船名・便名・数量等の変更））を委託した利用者の利用者情報を利用者コード（5桁）毎

に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「許可後訂正可能者登録（ＵＫＴ）」業務により変更または削除をする

ことができます。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してく

ださい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「許可後訂正可能者登録呼出し（ＵＫＴ１１）」業務を利用して、利用者コ

ード（「利用者コード」欄）に呼び出したい利用者コード（5桁）を入力して送信すること

により行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「許可後訂正可能者呼出情報（出力情報コード：

CAL0180）」が配信されます。 
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１３.納付書等出力先登録呼出し（ＵＮＦ１１）業務 

システム管理者等は、特定の輸出入者コード（12桁）に係る納付書等の出力先情報を呼び出し

ます。 

なお、本業務は照会業務として利用します。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してく

ださい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「納付書等出力先登録呼出し（ＵＮＦ１１）」業務を利用し、輸出入者コー

ド（「輸出入者コード」欄）に輸出入申告に係る輸出入者コード（12桁）を入力して送信す

ることにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「納付書等出力先呼出情報（出力情報コード：

CAL0220）」が配信されます。 
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１４.保税地域関連情報登録呼出し（ＵＢＡ１１）業務 

システム管理者等は、入力された保税地域に対する保税地域関連情報を呼び出すことができます。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能な他、呼び出した登録画面から、各種帳票等

の出力の有無について登録または変更（以下「登録等」という。）を行うことが可能です。 

照会、登録等は、それぞれ次の事項を入力して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、保税地域コード（「保税地域コード」欄）に呼び出したい保税地域コード（5

桁）を入力して送信することにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「保税地域関連情報登録情報（出力情報コード：

AAL5310）」が配信されます。 

 

(２) 新規登録方法 

上記（１）で呼び出した登録画面の以下の項目に、それぞれ出力する場合等は「Ｙ」の

入力または選択を行い送信します。 

―「輸出関連」の枠内― 

［２］許可・承認貨物情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ 

（「許可・承認貨物情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

許可・承認貨物情報（輸出）を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はス

ペース（空欄）とします。 

［３］許可・承認貨物情報（輸出）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ 

（「許可・承認貨物情報（輸出）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

ＣＳＶ電文形式の許可・承認貨物情報（輸出）を出力する場合は「Ｙ」、出

力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［４］検査指定情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ 

（「検査指定情報（輸出）出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

輸出申告または審査区分変更・検査（運送）指定で検査となった場合に出力

される検査指定情報（輸出）を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペ

ース（空欄）とします。 
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［５］搬出確認インタフェース表示（「搬出確認インタフェース表示」欄） 

搬出確認（輸出）が行われた場合に、蔵置情報を出力する場合は「Ｙ」、出

力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［６］積付結果登録インタフェース表示（「積付結果登録インタフェース表示」欄） 

積付結果登録業務が行われた場合に、積付ＵＬＤ情報を出力する場合は「Ｙ」、

出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［７］搬送指示書（輸出）作成表示（「搬送指示書（輸出）作成表示」欄） 

貨物取扱登録（内容点検、仕分、仕合）（ＡＨＴ・ＡＨＳ・ＡＨＮ）業務が

行われた場合に、搬送指示情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はス

ペース（空欄）とします。 

［８］積付結果登録帳票作成表示（「積付結果登録帳票作成表示」欄） 

ＵＬＡ・ＵＬＭ・ＵＬＵの各業務が行われた場合に、積付結果登録情報及び

積付結果保留情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）

とします。 

［９］保税蔵置場用貨物取扱控（輸出）出力可否表示 

（「保税蔵置場用貨物取扱控（輸出）出力可否表示」欄） 

ＡＨＴ・ＡＨＳ・ＡＨＮの各業務を行った場合に、貨物取扱控情報（輸出）

Ａ、貨物取扱控情報（輸出）Ｂまたは貨物取扱控情報（輸出）Ｃを出力する場

合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［10］請求先等入力可能表示（「請求先等入力可能表示」欄） 

搬出確認業務（輸出）において、請求先等の入力が可能な場合は「Ｙ」、出

力しない場合はスペース（空欄）とします。 

※入力不可の場合に搬出確認登録業務において、請求先を入力するとエラーになり

ますが、ＨＡＣ業務にて請求先を登録している場合には、出力されます。 

［11］ＡＷＢ受渡書情報出力要否表示（「ＡＷＢ受渡書情報出力要否表示」欄） 

ＡＷＢ受渡書情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空

欄）とします。 

―「輸入関連」の枠内― 

［12］許可・承認貨物情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ 

（「許可・承認貨物情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

許可・承認貨物情報（輸入）を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はス

ペース（空欄）とします。 

［13］許可・承認貨物情報（輸入）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ 

（「許可・承認貨物情報（輸入）ＣＳＶ出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

ＣＳＶ電文形式の許可・承認貨物情報（輸入）を出力する場合は「Ｙ」、出

力しない場合はスペース（空欄）とします。  

［14］検査指定情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ 

（「検査指定情報（輸入）出力表示＿ＡＩＲ」欄） 

輸入申告または審査区分変更・検査（運送）指定で検査となった場合に出力

される検査指定情報（輸入）を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペ
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ース（空欄）とします。 

スペース（空欄）とした場合は、ＰＵＯ業務の検査一時持出し（処理種別「５」）

は不可となりますので留意願います。 

［15］予備申告（Ｓ）通知情報出力要否表示＿ＡＩＲ 

（「予備申告（Ｓ）通知情報出力要否表示＿ＡＩＲ」欄） 

予備申告（Ｓ）通知情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペー

ス（空欄）とします。 

［16］搬出依頼情報出力表示（ＯＵＴ用）（「搬出依頼情報出力表示（ＯＵＴ用）」欄） 

ＯＵＴ業務を行った場合に出力される搬出依頼情報を出力する場合は「Ｙ」、

出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［17］搬出依頼情報出力表示（ＲＳＶ用）（「搬出依頼情報出力表示（ＲＳＶ用）」欄） 

ＲＳＶ業務を行った場合に出力される搬出依頼情報を出力する場合は「Ｙ」、

出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［18］保税蔵置場用貨物取扱控（輸入）出力可否表示 

（「保税蔵置場用貨物取扱控（輸入）出力可否表示」欄） 

保税蔵置場の管理者以外がＣＨＮ・ＣＨＳの各業務を行った場合に出力され

る、貨物取扱控情報（輸入）Ａまたは貨物取扱控情報（輸入）Ｂを出力する場

合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［19］訂正控出力表示（「訂正控出力表示」欄） 

保税蔵置場の管理者以外がＣＡＩ業務を行った場合に出力される、訂正控情

報または訂正保留控情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース

（空欄）とします。 

［20］請求書・計算書・領収書情報出力表示 

（「請求書・計算書・領収書情報出力表示」欄） 

ＯＵＴ、ＥＸＲの各業務を行った場合に出力される、請求書・計算書・領収

書情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［21］搬出情報出力要表示（「搬出情報出力要表示」欄） 

ＯＵＴ、ＥＸＲの各業務を行った場合に出力される、搬出情報を出力する場

合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［22］蔵置料金未発生出力表示（「蔵置料金未発生出力表示」欄） 

ＯＵＴ、ＥＸＲの各業務を行う際に蔵置料欄をスペースとした場合に出力さ

れる、搬出情報を出力する場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）

とします。 

請求書・領収書・計算書または搬出情報を出力する場合は、上記［20］の請

求書・計算書・領収書情報出力表示または［21］搬出情報出力表示を「Ｙ」と

する必要があります。 

［23］搬送指示情報（輸入）Ａ（ＫＡＭ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ａ（ＫＡＭ業務）出力要否表示」欄） 

ＫＡＭ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ａを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 
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［24］搬送指示情報（輸入）Ａ（ＯＵＴ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ａ（ＯＵＴ業務）出力要否表示」欄） 

ＯＵＴ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ａを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［25］搬送指示情報（輸入）Ａ（ＲＳＶ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ａ（ＲＳＶ業務）出力要否表示」欄） 

ＲＳＶ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ａを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［26］搬送指示情報（輸入）Ａ（ＰＵＯ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ａ（ＰＵＯ業務）出力要否表示」欄） 

ＰＵＯ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ａを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［27］搬送指示情報（輸入）Ｂ（ＣＨＮ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ｂ（ＣＨＮ業務）出力要否表示」欄） 

ＣＨＮ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ｂを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［28］搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＣＨＳ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＣＨＳ業務）出力要否表示」欄） 

ＣＨＳ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ｃを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［29］搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＰＵＯ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ｃ（ＰＵＯ業務）出力要否表示」欄） 

ＰＵＯ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ｃを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［30］搬送指示情報（輸入）Ｄ（ＰＵＯ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸入）Ｄ（ＰＵＯ業務）出力要否表示」欄） 

ＰＵＯ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸入）Ｄを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

［31］搬送指示情報（輸出）Ｄ（ＥＸＲ業務）出力要否表示 

（「搬送指示情報（輸出）Ｄ（ＥＸＲ業務）出力要否表示」欄） 

ＥＸＲ業務を行った場合に出力される、搬送指示情報（輸出）Ｄを出力する

場合は「Ｙ」、出力しない場合はスペース（空欄）とします。 

 

(３) 変更方法 

変更を行う場合は、上記（１）で呼び出した登録画面で現在の設定状況を確認した後、

必要な情報の入力を行い送信します。上記（２）新規登録方法に準じて「Ｙ」またはスペ

ース（空欄）を選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、指定した出力端末に「保税地域関連情報（出力情報コード：AAL5300）」
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が配信されます。 
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≪入力例≫ ※保税地域関連情報登録呼出し（ＵＢＡ１１）業務を行った後、本業務を行う

入力例（出力したい情報に「Ｙ」をまたは逆に出力を取り止める場合はスペー

ス（空欄）とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の設定状況が出力されます。 

 

(５）留意事項 

   登録等を行う場合には、必ず「ＵＢＡ１１（呼出し）」を行う必要があります。 
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１５－１.保税蔵置場別クレジット扱業者登録（ＵＢＣ）業務 

システム管理者等は、保税蔵置場別にクレジット扱業者を追加または削除（以下「追加等」とい

う。）を行う場合に本業務を実施します。 

追加等は、「保税蔵置場別クレジット扱業者登録（ＵＢＣ）」業務を利用し、それぞれ次の事項

を入力または選択して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 追加方法 

［１］保税蔵置場（「保税蔵置場」欄） 

保税地域コードを入力します。 

［２］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｉ：追加」を入力または選択します。 

［３］利用者コード（「利用者コード」欄） 

蔵置料金の支払いをＣＲＥＤＩＴ（クレジット）で行う利用者の利用者コード

を入力します。 

 

(２) 変更方法 

「保税蔵置場別クレジット扱業者登録呼出し（ＵＢＣ１１）」業務を利用して、現在の

設定内容を呼び出し、上記(1)追加方法および下記(3)削除方法を併用して入力します。 

具体的には、削除したい利用者コードの更新種別（クレジット扱業者を取消す利用者の

利用者コードの更新種別に「Ｄ：削除」を入力または選択）と追加したい利用者コード及

び更新識別（新たにクレジット扱業者とする利用者の利用者コードを入力し、更新種別は

「Ｉ：追加」を選択）を入力または選択します。 

 

 (３) 削除方法 

「保税蔵置場別クレジット扱業者登録呼出し（ＵＢＣ１１）」業務を利用して、現在の

設定内容を呼び出し、削除対象の利用者コードに係る更新種別を入力または選択します。 

［５］更新種別欄 

「Ｄ」を入力または選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、「保税蔵置場別クレジット扱業者情報（出力情報コード：AAL5320）」

が配信されます。 
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≪入力例≫ ※保税蔵置場別クレジット扱業者登録呼出し（ＵＢＣ１１）業務を行った後、本業

務を行う入力例（「Ｊ２ＮＡＣ」から「Ｊ３ＮＡＣ」に変更する場合の入力例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｊ２ＮＡＣ」をクレジット扱

い利用者から削除する 

更新種別 「Ｄ」 

「Ｊ３ＮＡＣ」をクレジット扱

い利用者として登録する 

更新種別 「Ｉ」 
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１５－２.保税蔵置場別クレジット扱業者登録呼出し（ＵＢＣ１１）業務 

システム管理者等は、入力された保税地域に対する保税蔵置場別クレジット扱業者情報を呼び出

します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「保税蔵置場別クレジット扱業者登録（ＵＢＣ）」業務により追加または

削除をすることができます。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し(照会)方法 

呼び出しは、「保税蔵置場別クレジット扱業者登録呼出し（ＵＢＣ１１）」業務を利用し、

保税蔵置場（「保税蔵置場」欄）に呼び出したい保税地域コード（5桁）を入力して送信す

ることにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「保税蔵置場別クレジット扱業者呼出情報（出

力情報コード：AAL5330）」が配信されます。 
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１６－１.機用品受託航空会社登録（ＵＣＪ）業務 

システム管理者等は、機用品に係る受託航空会社を追加、変更または削除（以下「追加等」とい

う。）を行う場合に本業務を実施します。 

追加等は、「機用品受託航空会社登録（ＵＣＪ）」業務を利用し、それぞれ次の事項を入力また

は選択して送信することにより行います。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 追加方法 

［１］保税地域コード（「保税地域コード」欄） 

保税地域コード（5桁）を入力します。 

［２］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｉ」を入力または選択します。 

［３］受託航空会社（「受託航空会社」欄） 

航空会社コード（2桁）を入力します。 

［４］輸入者コード（「輸入者コード」欄） 

受託航空会社の輸入者コード（5桁）を入力します。（無符号輸入者は入力で

きません。） 

先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完します。 

 

(２) 変更方法 

「機用品受託航空会社登録呼出し（ＵＣＪ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を

呼び出し、受託航空会社に係る輸入者コードを変更し更新種別を入力します。 

［２］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｕ」を入力または選択します。 

［４］輸入者コード（「輸入者コード」欄） 

受託航空会社の輸入者コード（１２桁）を入力します。（無符号輸入者は入力

できません。） 

先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完します。 

 

(３) 削除方法 

「機用品受託航空会社登録呼出し（ＵＣＪ１１）」業務を利用して、現在の設定内容を

呼び出し、削除対象の受託航空会社に係る更新種別を入力します。 

［２］更新種別（「更新種別」欄） 

「Ｄ」を入力または選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、入力者に対し「機用品受託航空会社情報（出力情報コード：AAL5340）」

が配信されます。 
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≪入力例≫ ※機用品受託航空会社登録呼出し（ＵＣＪ１１）業務を行った後、本業務を行う

入力例（受託航空会社「ＢＢ」の輸入者コードを変更、受託航空会社「ＣＣ」を

削除、更に受託航空会社「ＤＤ」を追加する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受委託航空会社「ＤＤ」を追加 
更新種別 「Ｉ」 

受委託航空会社「ＣＣ」を削除 
更新種別 「Ｄ」 

受委託航空会社「ＢＢ」の輸入
者コードを 
「P00987650000」 
      ↓ 
「P00123450000」へ変更 
更新種別 「Ｕ」 
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１６－２.機用品受託航空会社登録呼出し（ＵＣＪ１１）業務 

システム管理者等は、入力された保税地域に対する機用品受託航空会社情報を保税地域コー

ド毎に呼び出します。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能です。 

呼び出された情報は、「機用品受託航空会社登録（ＵＣＪ）」業務により追加、変更または

削除をすることができます。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「機用品受託航空会社登録呼出し（ＵＣＪ１１）」業務を利用し、保税地域

コード（「保税地域コード」欄）に呼び出したい保税地域コード（5桁）を入力して送信す

ることにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

(２) 出力情報 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「機用品受託航空会社呼出情報（出力情報

コード：AAL5350）」が配信されます。 
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１７.蔵置場所別在庫データ出力要否設定呼出し（ＵＩＡ１１）業務 

システム管理者等は、管理資料「蔵置場所別在庫データ」の出力要否等について、現在の設定状

況を保税地域コード（5桁）毎に呼び出すことができます。 

なお、本業務は照会業務として利用することが可能な他、呼び出した登録画面から、管理資料情

報の配信要否について登録または変更（以下「登録等」という。）を行うことが可能です。 

照会、登録等は、それぞれ次の事項を入力して送信することにより行います。 

これにより、出力要否を「スペース（空欄）」以外となっているものについては「蔵置場所別在

庫データ」が出力されることとなる他、当該管理資料のロケーション毎の件数が計上されることと

なる。 

一般の利用者が本業務を行う場合は、予めシステム管理者等の指示の下、本業務を実施してくだ

さい。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、保税蔵置場（「保税蔵置場」）欄に呼び出したい保税地域コード（5桁）

を入力して送信することにより行います。 

 

≪入力例≫ 

 

 

 

 

 

 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「蔵置場所別在庫データ出力要否設定呼出

情報（出力情報コード：AAL5390）」が配信されます。 

 

(２) 新規登録方法 

上記（１）で呼び出した登録画面の以下の項目に、出力要否の入力または選択を行い送

信します。 

［２］出力要否（「出力要否」欄） 

以下のいずれかを入力または選択します。 

出力要否 内   容 

１ ０時時点の輸入貨物情報から出力する 

２ ５時時点の輸入貨物情報から出力する 

３ 双方出力する 

スペース（空欄） 出力不要 

［３］ＭＡＷＢ情報出力要否（「ＭＡＷＢ情報出力要否」欄） 

次のいずれかを入力または選択します。 

出力要否 内   容 

Ｙ ＭＡＷＢ情報を出力する 

スペース（空欄） ＭＡＷＢ情報を出力しない 
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［４］全ロケーション対象表示（「全ロケーション対象表示」欄） 

次のいずれかを入力または選択します。 

出力要否 内   容 

Ｙ 全ロケーションを出力対象とする 

スペース（空欄） 全ロケーションを出力対象としない 

［５］ロケーション（「ロケーション」欄） 

出力対象のロケーションを入力します。 

上記［４］で「スペース（空欄）」となっている場合は、最低１件入力されて

いる必要があり、「Ｙ：全ロケーションを出力対象とする」となっている場合は、

全て「スペース（空欄）」となっている必要があります。 

 

(３) 変更方法 

変更を行う場合は、上記（１）で呼び出した登録画面で現在の設定状況を確認した後、

必要な情報の入力を行い送信します。上記（２）新規登録方法に準じて「Ｙ」、「１」～

「３」またはスペース（空欄）を選択します。 

 

(４) 出力情報 

本登録等により、入力者に対し「蔵置場所別在庫データ出力要否設定情報（出力情報コー

ド：AAL5380）」が配信されます。 

 

(５) 留意事項 

   登録等を行う場合には、必ず「ＵＩＡ１１（呼出し）」を行う必要があります。 
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≪入力例≫ ※蔵置場所別在庫データ出力要否設定呼出し（ＵＩＡ１１）業務を行った後、本

業務を行う入力例（毎月１日と１６日に全てのロケーション分のデータを出力す

るようを登録する例） 
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１８ リアルタイム口座帳票要否呼出し（ＵＲＫ１１） 

システム管理者等は、オンライン・リアルタイム口座を用いた関税等の振替完了通知情報の出力要否

設定状況を呼び出して確認し、変更することができます。 

現状で、配信要と設定されている振替完了通知情報には「Y」が表示されています。システム管

理者等以外の方が本業務を行う場合は、システム管理者等の指示の下、本業務を実施してください。 

 

(１) 呼び出し（照会）方法 

呼び出しは、「処理種別」欄に「Y」を入力、「申請者コード」欄には、入力者の利用者

コードを入力します。（入力を省略した場合は、入力者の利用者コードの情報を呼び出

します） 

 

≪入力例≫ 

 

 

   【新規登録時の場合】      

    

 

【配信要と登録されている場合】 

 

本呼び出し（照会）により、入力者に対し「リアルタイム

口座帳票要否呼出し結果情報（ＣＡＬ０９５）」が配信さ

れます。 

現在の設定状況が出力されます。 

※新規登録の場合は、スペース（出

力不要）が設定されています。 

新規登録で配信要と設定後に再度

呼び出しを行うと、出力要「Ｙ」が表示

されます。 



１－１－６４ 

 

(２) 登録方法（新規に帳票出力を必要とする場合） 

 

① （１）呼び出し（照会）より、現在の設定状況を表示させます。 

     

② タブでY（出力要）を選択します。 

     

 

① Y（出力要）を選択し、送信することで、設定が反映することができます。 

 

現在の設定状況が出力されます。 

新規の場合、スペース（出力不要）が

設定されています。 

出力要「Ｙ」を選択します。 
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(３) 変更方法（帳票が不要となった場合） 

 

①（１）呼び出し（照会）より、現在の設定状況を表示させます。 

      

② タブでスペースを選択します。 

  

 

③ スペース（出力不要）を選択し、送信することで、設定が反映することができます。 

 

現在の設定状況が出力されます。（Y

が表示されているので、帳票出力要

に設定されています。 

出力不要「スペース」を選択します。 
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(４) 出力情報 

本登録を行うことで、オンライン・リアルタイム口座による納付が行われ、ＮＡＣＣＳで

収納済みとなった場合に入力者あてに「リアルタイム口座振替完了通知情報（出力情報コ

ード：CAF6150）」が配信されます。 
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第２章 民 間 業 務 

 

本章は、輸出入・関連情報処理システム（以下この章において「システム」という。）を使用して行

う民間業務の処理手順を説明したものになります。 

民間業務とは、関税法等の規程に基づく税関及び関係省庁への申告もしくは申請または許可・承認等

の対象となる税関及び関係省庁手続業務とは異なりますが、税関及び関係省庁手続に密接に関連する業

務となります。 

 

第１節 登録業務 

 

システムを使用して民間業務に係る登録手続きは、この節によることとなります。 

 

１ ＡＷＢ情報登録（輸出）（ＡＢＳ０１） 

システムを使用して、ＡＷＢまたはＭＡＷＢの情報（ＡＷＢ番号、品名、総個数、総重量、仕向地

等、以下「ＡＷＢ情報」という。）を輸出貨物情報として登録します。 

航空会社、航空貨物代理店、混載業は「ＡＷＢ情報登録（輸出）」業務（業務コード：ＡＢＳ０１）

を利用して、次に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 登録及び取り消し方法 

（以下［１］から［12］の項目は、１０件まで登録可能です。） 

［１］貨物識別（「ＡＷＢ番号」欄左欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ａ ＡＷＢ 

Ｍ ＭＡＷＢ 

［２］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を３桁で入力します。 

入力内容を取り消す（無効）場合は「ＸＸＸ」を入力してください。 

［３］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分を８桁以内で入力します。 

チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェ

ックデジット・チェックを行います。 

［４］積込港（「積込港」欄） 

ＩＡＴＡ空港コードを入力します。 

ＡＢＳ業務における呼び出し情報を利用する場合で、かつ、当該貨物が航空会社

の管理する保税蔵置場に搬入されている場合は、変更できません。 

［５］仕向地（「仕向地」欄左） 

ＩＡＴＡ空港コード及びＩＡＴＡ都市コードを入力します。 

システムに登録されていない仕向地の場合は「ＺＺＺ」を入力します。 
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［６］総個数（「総個数」欄） 

総個数を数字６桁以内で入力します。 

［７］総重量（「総重量」欄） 

総重量を数字８桁（整数部は６桁、小数部１桁）以内で入力します。 

［８］重量単位（「重量単位」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

ＫＧＭ キログラム 

ＬＢＲ ポンド 

※２欄目以降で上位欄と同一の場合は省略できます。 

［９］ＩＡＴＡ代理店コード（「ＩＡＴＡ代理店」欄） 

システムに入力要の旨が登録されている利用者の場合は、航空貨物代理店を入力

します。 

当該貨物が航空会社の管理する保税蔵置場に搬入されている場合は、変更できま

せん。 

［10］品名１（「品名１」欄） 

    品名を入力します。（当該項目は、必ず入力します。） 

ＡＢＳ業務における呼び出し情報を利用する場合で、かつ、当該貨物が航空会社の管

理する保税蔵置場に搬入されている場合は、変更できません。 

［11］品名２（「品名２」欄） 

    品名を入力します。 

ＡＢＳ業務における呼び出し情報を利用する場合で、かつ、当該貨物が航空会社の管

理する保税蔵置場に搬入されている場合は、変更できません。 

［12］品名３（「品名３」欄） 

    品名を入力します。 

ＡＢＳ業務における呼び出し情報を利用する場合で、かつ、当該貨物が航空会社の管

理する保税蔵置場に搬入されている場合は、変更できません。 

 

(２) 出力情報 

出力情報はありません。 

 

(３) 留意事項 

本業務に入力される項目（品名、仕向地、積込港、総個数、総重量）については、業務仕様

書（別紙Ｌ０２「共通項目（航空輸出貨物情報）の登録優先順位」）に従って輸出貨物情報Ｄ

Ｂに登録または更新します。 
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２ ＡＷＢ情報登録（輸出）呼出し（ＡＢＳ） 

「ＡＷＢ情報登録（輸出）（ＡＢＳ）」業務に先立ち、ＡＷＢ情報の品名、総個数、総重量、仕向

地等の情報を呼び出します。 

また、当該貨物が航空会社の管理する保税蔵置場に搬入されている場合は、呼び出された情報の

[４]、[９]から[12]について、変更できません。 

航空会社、航空貨物代理店、混載業は「ＡＷＢ情報登録（輸出）呼出し」業務（業務コード：ＡＢ

Ｓ）を利用して、次に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を３桁で入力します。 

入力内容を取り消す（無効）場合は「ＸＸＸ」を入力します。 

［２］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分を８桁以内で入力します。 

チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェ

ックデジット・チェックを行います。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出しが行われたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

ＡＷＢ情報登録（輸

出）呼出し結果情報 

AAT0250 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 

 

(３) 留意事項 

①抽出処理の出力優先順位 

システムに登録されている情報及び利用者コードの情報により抽出処理を行う。この場合は、

次の優先順位で情報を呼び出します。 

次ページに（Ｂ）及び（Ｃ）の場合の呼出し情報を一覧表（表１ ＡＷＢ情報またはＭＡＷ

Ｂ情報がシステムに登録されていない場合の呼出し情報）にしております。 

（Ａ）本業務により登録したＡＷＢ情報 

（Ｂ）「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ０１）」業務・「混載仕立情報登録（ＨＤＦ０１）」業務

等により登録したＡＷＢ情報 

（Ｃ）入力者の利用者コードに設定されている情報 

 

②本業務に入力される項目（品名、仕向地、積込港、総個数、総重量）については、別紙Ｌ０２

「共通項目（航空輸出貨物情報）の登録優先順位」に従って輸出貨物情報ＤＢに登録または更

新します。 
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表１ ＡＷＢ情報またはＭＡＷＢ情報がシステムに登録されていない場合の呼出し情報 

Ｎｏ 項   目 

呼出し結果情報に出力される情報 

（Ｂ）ＣＤＢ・ＨＤＦ業務等が

行われている場合 

（Ｃ）ＣＤＢ・ＨＤＦ業務等が

行われていない場合 

１ 積込港 前述（Ｂ）の業務で登録された

積込港 

入力者の利用者コードに設定

されている積込港 

２ ＩＡＴＡ代理店コード 入力者の利用者コードに設定

されているＩＡＴＡ代理店コ

ード 

入力者の利用者コードに設定

されているＩＡＴＡ代理店コ

ードまたは固定値（※詳細は業

務仕様書参照） 

３ 総個数 前述（Ｂ）の業務で登録された

総個数 

出力しない 

４ 総重量 前述（Ｂ）の業務で登録された

総重量 

出力しない 

５ 品名 前述（Ｂ）の業務で登録された

品名（２１桁） 

出力しない 
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３ ＡＷＢ情報取消（輸出）（ＡＢＣ） 

システムを使用して、「ＡＷＢ情報登録（輸出）（ＡＢＳ）」業務により登録されたＡＷＢ情報を

削除します。 

航空会社、航空貨物代理店、混載業は「ＡＷＢ情報取消（輸出）」業務（業務コード：ＡＢＣ）を

利用して、次に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 登録及び取り消し方法 

［１］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を３桁で入力します。 

［２］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分を８桁以内で入力します。 

 

(２) 出力情報 

出力情報はありません。 
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４ ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ０１） 

システムを使用して、保税蔵置場に蔵置されている輸出等許可済となったＡＷＢについて、保税蔵

置場に対して搬出を依頼するために搬出可能な貨物の一覧表（ＡＷＢ受渡書）を作成します。 

保税蔵置場に蔵置されている全量が輸出等許可済になっている輸出貨物情報（ＡＷＢ番号、総個数、

総重量、仕向地等）を利用し、ＡＷＢ受渡書作成する場合は、後記「５ ＡＷＢ受渡書作成呼出し」

業務（業務コード：ＡＤＰ）を実施後、本業務にて作成します。 

通関業、航空貨物代理店は「ＡＷＢ受渡書作成」業務（業務コード：ＡＤＰ０１）を利用して、次

に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 作成方法 

［１］保税蔵置場（「保税蔵置場」欄） 

搬出を依頼する保税地域コードを入力します。 

入力者の管轄する税関官署と、搬出を依頼する保税蔵置場の管轄税関が同一であ

る必要があります。 

［２］航空会社（「航空会社」欄） 

当該貨物を扱う受託航空会社の場合は、利用者コード（５桁）を入力します。 

当該貨物を扱う委託航空会社の場合は、航空会社コード（２桁）を入力します。 

［３］積込港（「積込港」欄） 

ＩＡＴＡ空港コードを入力します。 

［４］航空貨物代理店（共通部）（「航空貨物代理店」欄） 

航空貨物代理店単位に作成する場合は、航空貨物代理店の利用者コード（５桁）

を入力します。 

入力者が航空貨物代理店の場合は、企業略称※が同一である必要があります。 

※利用者コード５桁の右から３桁目以降のコード 

 例：「１ＡＮＡＣ」の場合の企業略称は、「ＮＡＣ」となります。 

入力者が通関業の場合で、下記［５］項目に入力する場合は必ず入力します。 

［５］代理店営業所（共通部）（「代理店営業所」欄） 

代理店営業所単位に作成する場合は、代理店営業所コードを入力します。 

入力者が航空貨物代理店の場合で、上記［４］に入力者と異なる航空貨物代理店を

入力した場合は必ず入力します。 

 

（以下［６］から［８］の項目は、１５件まで登録可能です。） 

［６］処理識別（「処理」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ｘ ＡＷＢ受渡書の作成処理対象外 

スペース ＡＷＢ受渡書の作成 
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［７］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を入力します。 

［８］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分を入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、作成されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

ＡＷＢ受渡書作成呼

出し結果情報 

AAT0260 輸出貨物情報の抽出処理が行われた後

も処理対象データが残存した場合 

入力者 

ＡＷＢ受渡書情報 AAT0270 なし 入力者 

ＡＷＢ受渡書情報を出力する旨がシス

テムに登録されている 

保税蔵置場 

 

(３) 留意事項 

積込港は、輸出貨物情報に登録されている輸出等許可を受けた積込港ではなく、輸出貨物情

報の積込港が対象となります。 
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５ ＡＷＢ受渡書作成呼出し（ＡＤＰ） 

「ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ０１）」業務に先立ち、保税蔵置場、航空会社、積込港等に該当する

ＡＷＢのうち、当該保税蔵置場に蔵置されている全量が輸出等許可済になっている輸出貨物情報（Ａ

ＷＢ番号、総個数、総重量、仕向地等）の呼び出しを行います。 

通関業、航空貨物代理店は「ＡＷＢ受渡書作成呼出し」業務（業務コード：ＡＤＰ０１）を利用し

て、次に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］保税蔵置場（「保税蔵置場」欄） 

搬出を依頼する保税地域コードを入力します。 

入力者の管轄する税関官署と搬出を依頼する保税蔵置場の管轄税関が同一である

必要があります。 

［２］航空会社（「航空会社」欄） 

当該貨物を扱う受託航空会社を抽出条件とする場合は、利用者コード（５桁）を

入力します。 

当該貨物を扱う委託航空会社を抽出条件とする場合は、航空会社コード（２桁）

を入力します。 

［３］積込港（「積込港」欄） 

ＩＡＴＡ空港コードを入力します。 

［４］航空貨物代理店（共通部）（「航空貨物代理店」欄） 

航空貨物代理店を条件とする場合は、航空貨物代理店の利用者コードを入力しま

す。 

入力者が航空貨物代理店の場合は、企業略称※が同一である必要があります。 

※利用者コード５桁の右から３桁目以降のコード 

 例：「１ＡＮＡＣ」の場合の企業略称は、「ＮＡＣ」となります。 

入力者が通関業の場合で、下記［５］項目に入力する場合は必ず入力します。 

［５］代理店営業所（共通部）（「代理店営業所」欄） 

代理店営業所を条件とする場合は、代理店営業所コードを入力します。 

入力者が航空貨物代理店の場合で、上記［４］項目に、入力者と異なる航空貨物代

理店を入力した場合は必ず入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

ＡＷＢ受渡書作成呼

出し結果情報 

AAT0260 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 
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(３) 留意事項 

積込港は、輸出貨物情報に登録されている輸出等許可を受けた積込港ではなく、輸出貨物情

報の積込港が対象となります。 
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６ ＡＷＢ受渡書取消（ＡＤＣ０１） 

システムを使用して、「ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ０１）」業務により登録されたＡＷＢ受渡書情

報を取消します。 

取消対象ＡＷＢ受渡書情報を確認後、取り消す場合は、後記「７ ＡＷＢ受渡書取消呼出し」業務

（業務コード：ＡＤＣ）を実施後、本業務にて取り消します。 

通関業、航空貨物代理店は「ＡＷＢ受渡書取消」業務（業務コード：ＡＤＣ０１）を利用して、次

に掲げる事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 取り消し方法 

［１］ＡＷＢ受渡書番号（「ＡＷＢ受渡書番号」欄） 

ＡＷＢ受渡書番号を入力します。 

 

(２) 出力情報 

出力情報はありません。 
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７ ＡＷＢ受渡書取消呼出し（ＡＤＣ） 

「ＡＷＢ受渡書取消（ＡＤＣ０１）」業務に先立ち、「ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ０１）」業務に

より登録された取消対象ＡＷＢ受渡書情報を呼び出します。 

本業務実施後、前記「６ ＡＷＢ受渡書取消」業務（業務コード：ＡＤＣ０１）にて取り消します。 

通関業、航空貨物代理店は「ＡＷＢ受渡書取消呼出し」業務（業務コード：ＡＤＣ）を利用して、

次に掲げる事項を入力して送信することにより呼び出します。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］ＡＷＢ受渡書番号（「ＡＷＢ受渡書番号」欄） 

ＡＷＢ受渡書番号を入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出したときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

ＡＷＢ受渡書取消呼

出し結果情報 

AAT0280 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 
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８ 輸出貨物取扱状況登録（ＨＡＣ０１） 

システムを使用して、入力者の管理する保税蔵置場に蔵置されている貨物の取扱手数料等の登録及

び変更を行います。 

輸出貨物情報を利用し、貨物の取扱手数料等の登録及び変更を行う場合は、後記「９ 輸出貨物取

扱状況登録呼出し」業務（業務コード：ＨＡＣ）を実施後、本業務にて登録及び変更を行います。 

保税蔵置場は「輸出貨物取扱状況登録」業務（業務コード：ＨＡＣ０１）を利用して、次に掲げる

事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 登録及び変更方法 

（以下［１］から［８］の項目は２件まで登録可能です。） 

［１］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ（ＨＡＷＢ）番号のプリフィックス部分または未ラベル番号を入力します。 

［２］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ（ＨＡＷＢ）番号の番号部分または未ラベル番号を入力します。 

［３］取扱項目（「取扱項目」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

１ 支払方法の変更 

２ 特殊作業回数 

３ 横持運搬料 

４ その他の手数料 

５ 請求先業者の変更 

６ 区画間移動 

［４］加減算識別（「加減算」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ａ 加算 

Ｓ 減算 

上記［３］で、「１」（支払方法の変更）、「２」（特殊作業回数）、「３」（横持運搬

料）または「４」（その他の手数料）を入力した場合は、必ず入力します。 

［５］料金（「料金」欄） 

加減算する金額を数字６桁以内で入力します。 

上記［３］で、「１」（支払方法の変更）、「３」（横持運搬料金）、「４」（そ

の他の手数料）を入力した場合は、必ず入力します。 

［６］時間超過表示（「時間超過」欄） 

上記［３］で、「２」（特殊作業回数）を入力、かつ、時間超過した場合の作業回

数の登録又は変更も併せて行う場合は、「Ｅ」（時間超過した旨）を入力します。 

上記［３］で、「２」（特殊作業回数）を入力した場合のみ入力します。 
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［７］変更請求先業者（「変更請求先業者」欄） 

上記［３］で、「５」（請求先業者の変更）を入力した場合のみ、必ず入力します。 

［８］移動先棟記号（「移動先棟記号」欄） 

上記［３］で、「６」（区画間移動）を入力した場合のみ、必ず入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、登録及び変更されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸出貨物取扱状況登

録結果情報 

AAT1140 なし 入力者 

取扱状況入力控情報 AAT1150 なし 入力者 

 

(３) 留意事項 

システム不参加展示場または特定輸出申告おける自社施設に蔵置している貨物については、

本業務の入力対象外です。 
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９ 輸出貨物取扱状況登録呼出し（ＨＡＣ） 

「輸出貨物取扱状況登録（ＨＡＣ０１）」業務に先立ち、ＡＷＢ番号または未ラベル番号の取扱状

況登録対象となる輸出貨物情報を呼び出します。 

本業務実施後、前記「８ 輸出貨物取扱状況登録」業務（業務コード：ＨＡＣ０１）にて登録及び

変更します。 

保税蔵置場は「輸出貨物取扱状況登録呼出し」業務（業務コード：ＨＡＣ）を利用して、次に掲げ

る事項を入力して送信することにより呼び出します。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ（ＨＡＷＢ）番号のプリフィックス部分または未ラベル番号を入力します。 

［２］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ（ＨＡＷＢ）番号の番号部分または未ラベル番号を入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出したときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸出貨物取扱状況登

録呼出し結果情報 

AAT1130 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 
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１０ マニフェスト情報登録（ＭＦＦ０１） 

システムを使用して、「搭載便割当情報登録（ＦＬＩ）」業務等において便割当てされた貨物につ

いてマニフェストの作成及び出力を行います。 

便情報、輸出貨物情報またはＵＬＤ情報を利用し、マニフェスト作成及び出力を行う場合は、後記

「１１ マニフェスト情報登録呼出し」業務（業務コード：ＭＦＦ）を実施後、本業務にて作成及び

出力を行います。 

航空会社は「マニフェスト情報登録」業務（業務コード：ＭＦＦ０１）を利用して、次に掲げる事

項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 作成及び出力方法 

［１］便単位マニフェスト仕様（「便単位マニフェスト仕様」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 概    要 

Ｕ 
ＵＬＤ単位マニフ

ェスト 

取卸地毎に１ＵＬＤ収容貨物を１ページ毎に出力

する。最後にバラ貨物を有償無償別に出力する 

Ａ 
取卸地単位マニフ

ェスト 

取卸地毎に同一取卸地のすべてのＵＬＤ収容貨物

を連続して出力する。 

バラ貨物は有償無償の区別をせずに出力する 

Ｇ 
ＧＥＮＥＲＡＬマ

ニフェスト 

取卸地毎に同一取卸地のすべてのＡＷＢまたはＭ

ＡＷＢのみを有償無償別に連続して出力する 

Ｔ 
トランジットマニ

フェスト 

取卸地と異なる仕向地のＡＷＢまたはＭＡＷＢを

有償無償別に出力する 

Ｅ 
取卸地・仕向地同

一マニフェスト 

取卸地と仕向地が同一のＡＷＢまたはＭＡＷＢを

有償無償別に出力する 

本項目に「Ｕ」、「Ａ」又は「Ｇ」を入力する場合、「フライトスケジュール登録」

業務（業務コード：ＦＳＡ）等のマニフェスト仕様欄で入力されたコードを入力し

ます。 

［２］取卸地マニフェスト仕様（「取卸地マニフェスト仕様」欄） 

次のいずれかのコードを入力します。 

コード 
内    容 

TACM TACM以外 

Ｔ スペース 
キログラム（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

１キログラム未満は１キログラムとする 

Ａ １ ポンド（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

Ｂ ２ キログラム（小数点以下第１位まで出力） 

Ｃ ３ 
ポンド（小数点以下第１位まで出力：小数点以下第２位

を四捨五入） 
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Ｙ ＊ 
キログラム（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

社用品マニフェストを作成 

本項目に入力する場合、「フライトスケジュール登録」業務（業務コード：ＦＳＡ）

等の取卸地マニフェスト仕様欄で入力されたコードを入力します。 

［３］搭載便名１（「便名」左欄） 

航空会社コード（２桁） ＋ フライトナンバー（４桁または３桁）を入力します。 

フライトナンバーの１から３桁目までは数字、４桁目は、英数字を入力します。 

―入力例― 

便名 入力便名 

ＸＹ１ ＸＹ０００１（ＸＹ００１） 

ＸＹ２３ ＸＹ００２３（ＸＹ０２３） 

ＸＹ３４５ ＸＹ０３４５（ＸＹ３４５） 

ＸＹ４５６７ ＸＹ４５６７ 

［４］搭載便名２（「便名」右欄） 

搭載便の日付を「ＤＤＭＭＭ」の形式で入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：０１ＭＡＲ 

遅延により当初スケジュールより１日若しくはそれ以上遅れた場合は、当初スケジ

ュールの日付部を入力します。（新たに便名が割り振られた場合を除きます。） 

［５］出港予定年月日（「出港予定年月日」欄） 

搭載便の出港予定年月日を入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：２０１０／０３／０１ 

［６］出力指定（「出力指定」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

スペース マニフェスト情報を出力する 

Ｎ マニフェスト情報を出力しない 

［７］積込港（「積込港」欄） 

搭載便に対する積込港をＩＡＴＡ空港コードで入力します。 

［８］取卸地（「取卸地」欄） 

搭載便に対する取卸地をＩＡＴＡ空港コード及びＩＴＡＴＡ都市コードで入力し

ます。 

［９］継越便名（「継越便名」欄） 

上記［１］で「Ｔ」を入力した場合は、継越便名を入力します。 

上記［３］及び［４］に準じて入力します。 

―入力例― 

便名ＸＹ１２３４便（３月１日出発）の場合：ＸＹ１２３４／０１ＭＡＲ 
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（以下［10］から［16］の項目は２０件まで登録可能です。） 

［10］処理識別（「処理識別」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

スペース マニフェストにＡＷＢを登録する 

Ｘ、＊、Ｎ 処理対象外 

Ｆ マニフェストを強制的に登録する 

※ＵＬＤに対して「Ｘ」を入力した場合、以降の当該ＵＬＤに積み付けられている

すべてのＵＬＤ収容貨物もマニフェストに登録しません。 

［11］貨物識別（「貨物識別」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ｂ 一般ＡＷＢ 

Ｔ ＴＡＣＭ適用ＡＷＢ 

Ｕ ＵＬＤ 

＊ 一般ＵＬＤ収容貨物 

Ｙ ＴＡＣＭ適用ＵＬＤ収容貨物 

［12］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を入力します。 

［13］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分またはＵＬＤ番号を入力します。 

［14］品名（「品名」欄） 

マニフェスト情報の品名を入力します。 

上記［11］で「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、品名を入力できません。 

［15］重量（「重量」欄） 

マニフェスト情報の重量を、整数部６桁、小数部１桁で入力します。 

上記［11］で「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、重量を入力できません。 

［16］備考（「備考」欄） 

マニフェスト情報における航空会社の必要事項等を備考に入力します。 

上記［11］で「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、備考を入力できません。 
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(２) 出力情報 

前記(１)により、作成及び出力されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

マニフェスト情報登

録呼出し結果情報 

AAT0590 輸出貨物情報及びＵＬＤ情報の抽出処

理が行われた後も、処理データが残存す

る場合 

入力者 

ＵＬＤ単位マニフェ

スト情報 

AAT0600 出力指定がスペース（帳票出力する）の

とき、便単位マニフェスト仕様が「Ｕ」

（ＵＬＤ単位）の場合 

入力者 

取卸地単位マニフェ

スト情報 

AAT0610 出力指定がスペース（帳票出力する）の

とき、便単位マニフェスト仕様が「Ａ」

（取卸地単位）の場合 

入力者 

ＧＥＮＥＲＡＬマニ

フェスト情報 

AAT0620 出力指定がスペース（帳票出力する）の

とき、便単位マニフェスト仕様が「Ｇ」

（ＧＥＮＥＲＡＬ）の場合 

入力者 

トランジットマニフ

ェスト情報 

AAT0630 出力指定がスペース（帳票出力する）の

とき、便単位マニフェスト仕様が「Ｔ」

（トランジット）の場合 

入力者 

取卸地・仕向地同一

マニフェスト情報 

AAT0640 出力指定がスペース（帳票出力する）の

とき、便単位マニフェスト仕様が「Ｅ」

（取卸地・仕向地同一）の場合 

入力者 

ＴＡＣＭ情報 AAT0650 ＴＡＣＭ指定のマニフェスト仕様でか

つ搭載便の取卸地と貨物の仕向地が異

なる場合 

入力者 

ＮＩＬマニフェスト

情報 

AAT0660 出力対象となるＡＷＢが１件も存在し

なかった場合 

入力者 
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１１ マニフェスト情報登録呼出し（ＭＦＦ） 

「マニフェスト情報登録（ＭＦＦ０１）」業務に先立ち、便名、マニフェスト仕様より、該当する

便情報、輸出貨物情報またはＵＬＤ情報を呼び出します。 

本業務実施後、前記「１０ マニフェスト情報登録」業務（業務コード：ＭＦＦ０１）にてマニフ

ェスト情報を作成及び出力します。 

航空会社は「マニフェスト情報登録呼出し」業務（業務コード：ＭＦＦ）を利用して、次に掲げる

事項を入力して送信することにより呼び出します。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］搭載便名１（「便名」左欄） 

マニフェスト情報作成する搭載便の便名部を航空会社コード（２桁） ＋ フライト

ナンバー（４桁または３桁）で入力します。 

フライトナンバーの１から３桁目までは数字、４桁目は、英数字を入力します。 

－入力例－ 

便名 入力便名 

ＸＹ１ ＸＹ０００１（ＸＹ００１） 

ＸＹ２３ ＸＹ００２３（ＸＹ０２３） 

ＸＹ３４５ ＸＹ０３４５（ＸＹ３４５） 

ＸＹ４５６７ ＸＹ４５６７ 

［２］搭載便名２（「便名」右欄） 

搭載便の日付部を「ＤＤＭＭＭ」の形式で入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：０１ＭＡＲ 

［３］便単位マニフェスト仕様（「便マニフェスト仕様/取卸地」左欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ｔ トランジットマニフェスト 

Ｅ 取卸地・仕向地同一マニフェスト 

［４］取卸地（「便マニフェスト仕様/取卸地」右欄） 

搭載便に対する取卸地をＩＡＴＡ空港コード入力します。 

［５］出力指定（「出力指定」欄） 

マニフェスト情報作成後、出力するか否かについて、次のいずれか入力します。 

コード 区 分 

スペース マニフェスト情報を出力する 

Ｎ マニフェスト情報を出力しない 
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(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出したときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

マニフェスト情報登

録呼出し結果情報 

AAT0590 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 
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１２ マニフェスト情報変更（ＭＦＣ０１） 

システムを使用して、「マニフェスト情報登録（ＭＦＦ０１）」業務で作成されたマニフェスト情

報について、入力されたマニフェストページ番号単位にマニフェスト情報に登録されているＡＷＢ情

報を追加、変更及び削除（以下、「追加等」という。）を行います。 

便情報、貨物情報及びＵＬＤ情報を呼び出し、追加等を場合は、後記「１３ マニフェスト情報変

更呼出し」業務（業務コード：ＭＦＣ）を実施後、本業務を行います。 

航空会社は「マニフェスト情報変更」業務（業務コード：ＭＦＣ０１）を利用して、次に掲げる事

項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 追加等方法 

［１］便単位マニフェスト仕様（「便単位マニフェスト仕様」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 概    要 

Ｕ 
ＵＬＤ単位マニフェ

スト 

取卸地毎に１ＵＬＤ収容貨物を１ページ毎に出

力する。最後にバラ貨物を有償無償別に出力する 

Ａ 
取卸地単位マニフェ

スト 

取卸地毎に同一取卸地のすべてのＵＬＤ収容貨

物を連続して出力する。 

バラ貨物は有償無償の区別をせずに出力する 

Ｇ 
ＧＥＮＥＲＡＬマニ

フェスト 

取卸地毎に同一取卸地のすべてのＡＷＢまたは

ＭＡＷＢのみを有償無償別に連続して出力する 

Ｔ 
トランジットマニフ

ェスト 

取卸地と異なる仕向地のＡＷＢまたはＭＡＷＢ

を有償無償別に出力する 

Ｅ 
取卸地・仕向地同一マ

ニフェスト 

取卸地と仕向地が同一のＡＷＢまたはＭＡＷＢ

を有償無償別に出力する 

本項目に、「Ｕ」、「Ａ」又は「Ｇ」を入力する場合、「マニフェスト情報登録」業

務（業務コード：ＭＦＦ０１）等の便単位マニフェスト仕様欄で入力されているコ

ードを入力します。 

［２］取卸地マニフェスト仕様（「取卸地マニフェスト仕様」欄） 

ＭＦＦ０１業務等の取卸地マニフェスト仕様欄で入力されている次のいずれかの

コードを入力します。 

コード 
内    容 

TACM TACM以外 

Ｔ スペース 
キログラム（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

１キログラム未満は１キログラムとする 

Ａ １ ポンド（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

Ｂ ２ キログラム（小数点以下第１位まで出力） 

Ｃ ３ 
ポンド（小数点以下第１位まで出力：小数点以下第２位

を四捨五入） 
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Ｙ ＊ 
キログラム（整数値：小数点以下第１位を四捨五入） 

社用品マニフェストを作成 

［３］マニフェストページ番号（「マニフェストページ番号」欄） 

マニフェスト情報を変更するマニフェストページ番号を３桁で入力します。 

―入力例― 

マニフェストページ番号を「１」とする場合：００１（０を付け３桁で入力） 

［４］搭載便名１（「便名」左欄） 

航空会社コード（２桁） ＋ フライトナンバー（４桁または３桁）を入力します。 

フライトナンバーの１から３桁目までは数字、４桁目は、英数字を入力します。 

―入力例― 

便名 入力便名 

ＸＹ１ ＸＹ０００１（ＸＹ００１） 

ＸＹ２３ ＸＹ００２３（ＸＹ０２３） 

ＸＹ３４５ ＸＹ０３４５（ＸＹ３４５） 

ＸＹ４５６７ ＸＹ４５６７ 

［５］搭載便名２（「便名」右欄） 

搭載便名の日付部を「ＤＤＭＭＭ」の形式で入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：０１ＭＡＲ 

遅延により当初スケジュールより１日若しくはそれ以上遅れた場合は、当初スケジ

ュールの日付部を入力します。（新たに便名が割り振られた場合を除きます。） 

［６］出港予定年月日（「出港予定年月日」欄） 

搭載便の出港予定年月日を入力します。 

―入力例― 

平成２２年３月１日の場合：２０１０／０３／０１ 

［７］取消指定（「取消指定」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 内   容 

Ｄ マニフェストページ番号のマニフェストをすべて削除する 

スペース マニフェストページ番号のマニフェストを変更入力する 

［８］積込港（「積込港」欄） 

搭載便名に対する積込港をＩＡＴＡ空港コードで入力します。 

［９］取卸地（「取卸地」欄） 

搭載便に対する取卸地をＩＡＴＡ空港コード及びＩＡＴＡ都市コードで入力しま

す。 

［10］継越便名（「継越便名」欄） 

上記［１］で、「Ｔ」を入力した場合は、継越便名を入力します。 
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（以下［11］から［17］の項目は２０件まで登録可能です。） 

［11］処理識別（「処理種別」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 内    容 

スペース マニフェスト情報の変更 

Ｘ マニフェスト情報からの削除 

＊ 処理対象外 

Ｎ 

ＡＷＢ情報をマニフェストに追加 

ただし、以下の①～③に該当する場合は、追加入力できません。 

①ＡＷＢ番号を追加する空欄が存在しない 

②ＴＡＣＭ 

③上記［１］で「Ｕ」（ＵＬＤ単位）または「Ａ」（取卸地単

位）が入力されている 

Ｆ 論理矛盾であるＡＷＢ情報を強制でマニフェストに追加 

［12］貨物識別（「貨物識別」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 区 分 

Ｂ 一般ＡＷＢ 

Ｔ ＴＡＣＭ適用ＡＷＢ 

Ｕ ＵＬＤ 

＊ 一般ＵＬＤ収容貨物 

Ｙ ＴＡＣＭ適用ＵＬＤ収容貨物 

［13］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」左欄） 

ＡＷＢ番号のプリフィックス部分を入力します。 

上記［11］に「Ａ」が入力された場合のみ入力します。 

［14］ＡＷＢ番号（「ＡＷＢ番号」右欄） 

ＡＷＢ番号の番号部分またはＵＬＤ番号を入力します。 

［15］品名（「品名」欄） 

当該ＡＷＢに対する品名を入力します。 

上記［11］で、「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、品名を入力できません。 

［16］重量（「重量」欄） 

当該ＡＷＢに対する重量を、整数部６桁、小数部１桁で入力します。 

上記［11］で、「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、重量を入力できません。 

［17］備考（「備考」欄） 

航空会社の必要事項を入力します。（マニフェストに作成されます。） 

上記［11］で、「Ｕ」（ＵＬＤ）を入力した場合は、備考を入力できません。 
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(２) 出力情報 

前記(１)により、登録及び変更されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

マニフェスト情報変

更登録結果情報 

AAT0680 なし 入力者 

 

(３) 留意事項 

各マニフェスト仕様によるマニフェスト変更・追加・削除での制約条件は以下のとおりです。 

①本業務で変更を行った後、続けてマニフェストの出力はできませんので、再度「マニフェ

スト出力（ＭＦＰ）」業務でマニフェストページ番号を入力し、マニフェストの帳票出力

を行ってください。 

②ＭＦＦ業務で作成した、ＵＬＤ単位マニフェストと取卸地単位マニフェストのＵＬＤ及び

ＵＬＤ収容ＡＷＢの削除は、ＵＬＤ単位での一括削除のみ可能です。 

③便単位マニフェスト仕様と処理識別の入力パターンは以下のとおりです。 

 

表１ 便単位マニフェスト仕様と処理識別の入力パターン表 

便単位マニフェスト仕様 貨物識別 

処理識別 

変更 削除 未更新 追加 

△ Ｘ ＊ Ａ Ｆ 

Ｇ（GENERALﾏﾆﾌｪｽﾄ） AWB ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｔ（ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾏﾆﾌｪｽﾄ） AWB ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｅ（取卸地・仕向地同一ﾏﾆﾌｪｽﾄ） AWB ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｕ（ULD単位ﾏﾆﾌｪｽﾄ） ULD ○ ○ ○ × × 

ULD収容AWB ○ × × × × 

バラ積みAWB ○ ○ ○ × × 

Ａ（取卸地単位ﾏﾆﾌｪｽﾄ） ULD ○ ○ ○ × × 

ULD収容AWB ○ × × × × 

バラ積みAWB ○ ○ ○ × × 
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１３ マニフェスト情報変更呼出し（ＭＦＣ） 

「マニフェスト情報変更（ＭＦＣ０１）」業務に先立ち、便名、マニフェストページ番号より、該

当する便情報・貨物情報及びＵＬＤ情報を呼び出します。 

本業務実施後、前記「１２ マニフェスト情報変更」業務（業務コード：ＭＦＣ０１）にて追加、

変更及び削除します。 

航空会社は「マニフェスト情報変更呼出し」業務（業務コード：ＭＦＣ）を利用して、次に掲げる

事項を入力して送信することにより呼び出します。 

 

(１) 呼び出し方法 

［１］マニフェストページ番号（「マニフェストページ番号」欄） 

マニフェストの変更を行うマニフェストページ番号を３桁で入力します。 

―入力例― 

マニフェストページ番号を「１」とする場合：００１（０を付け３桁で入力） 

［２］搭載便名１（「便名」欄左） 

マニフェストの変更を行う搭載便名の便名部を航空会社コード（「業務コード集」

参照）（２桁） ＋ フライトナンバー（４桁または３桁）で必須入力する。 

フライトナンバーの１から３桁目までは数字、４桁目は、英数字を入力します。 

―入力例― 

便名 入力便名 

ＸＹ１ ＸＹ０００１（ＸＹ００１） 

ＸＹ２３ ＸＹ００２３（ＸＹ０２３） 

ＸＹ３４５ ＸＹ０３４５（ＸＹ３４５） 

ＸＹ４５６７ ＸＹ４５６７ 

［３］搭載便名２（「便名」欄右） 

マニフェストの変更を行う搭載便名の日付部を「ＤＤＭＭＭ」の形式で入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：０１ＭＡＲ 

［４］取消指定(「取消指定」欄） 

次のいずれかを入力します。 

コード 内   容 

Ｄ マニフェストページ番号のマニフェストをすべて削除する 

スペース マニフェストページ番号のマニフェストを変更入力する 
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(２) 出力情報 

前記(１)により、呼び出したときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

マニフェスト情報変

更呼出し結果情報 

AAT0670 なし 入力者 

※ 「統一帳票」の出力はありません。 
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１４ マニフェスト出力（ＭＦＰ） 

システムを使用して、搭載便名、マニフェストページ番号からマニフェスト情報を出力します。 

航空会社は「マニフェスト出力」業務（業務コード：ＭＦＰ）を利用して、次に掲げる事項を入力

して送信することにより出力します。 

 

(１) 出力方法 

［１］搭載便名１（「便名」左欄） 

マニフェスト出力を行う搭載便名の便名部を航空会社コード（２桁） ＋ フライト

ナンバー（４桁または３桁）で入力します。 

フライトナンバーの１から３桁目までは数字、４桁目は、英数字を入力します。 

―入力例― 

便名 入力便名 

ＸＹ１ ＸＹ０００１（ＸＹ００１） 

ＸＹ２３ ＸＹ００２３（ＸＹ０２３） 

ＸＹ３４５ ＸＹ０３４５（ＸＹ３４５） 

ＸＹ４５６７ ＸＹ４５６７ 

［２］搭載便名２（「便名」右欄） 

搭載便名の日付部を「ＤＤＭＭＭ」の形式で入力します。 

―入力例― 

３月１日の場合：０１ＭＡＲ 

［３］マニフェストページ番号１（「マニフェストページ番号」左欄） 

マニフェストページ番号を指定する場合又はマニフェストページ番号を範囲指定

する場合の先頭マニフェストページ番号を３桁で入力します。 

―入力例― 

マニフェストページ番号を「１」とする場合：００１（０を付け３桁で入力） 

［４］ハイフン（「マニフェストページ番号」中欄） 

マニフェストページ番号の範囲指定する場合に、ハイフン（「-」）を入力します。 

［５］マニフェストページ番号２（「マニフェストページ番号」右欄） 

マニフェストページ番号を範囲指定する場合の最終マニフェストページ番号を３

桁で入力します。 

―入力例― 

マニフェストページ番号を「５」とする場合：００５（０を付け３桁で入力） 
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(２) 出力情報 

前記(１)により、出力されたときは、以下の情報が配信される。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

ＵＬＤ単位マニフェ

スト情報 

AAT0600 便単位マニフェスト仕様が「Ｕ」（ＵＬ

Ｄ単位マニフェスト）の場合 

入力者 

取卸地単位マニフェ

スト情報 

AAT0610 便単位マニフェスト仕様が「Ａ」（取卸

地単位マニフェスト）の場合 

入力者 

ＧＥＮＥＲＡＬマニ

フェスト情報 

AAT0620 便単位マニフェスト仕様が「Ｇ」（ＧＥ

ＮＥＲＡＬマニフェスト）の場合 

入力者 

トランジットマニフ

ェスト情報 

AAT0630 便単位マニフェスト仕様が「Ｔ」（トラ

ンジットマニフェスト）の場合 

入力者 

取卸地・仕向地同一

マニフェスト情報 

AAT0640 便単位マニフェスト仕様が「Ｅ」（取卸

地・仕向地同一マニフェスト）の場合 

入力者 

ＴＡＣＭ情報 AAT0650 取卸地マニフェスト仕様がＴＡＣＭ指

定で、かつ搭載便の取卸地と貨物の仕向

地が異なる場合 

入力者 

ＮＩＬマニフェスト

情報 

AAT0660 出力対象となるＡＷＢが１件も存在し

なかった場合 

入力者 
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１５ 一括納付用明細データ（民用）関連依頼情報登録・変更（ＤＬＳ０３） 

管理資料「一括納付用明細データ」「一括納付用明細書情報」又は「一括納付用明細総括データ」

に係る随時報の出力依頼情報について、登録、変更、呼出し又は削除を行います。（出力依頼情報の

変更、呼出し又は削除は、当該出力依頼情報を登録した利用者のみ行うことが可能です。） 

本業務によって登録された出力依頼情報に基づき、一括納付用明細データ等出力処理が自動的に

起動されます。 

業務で指定可能な出力依頼情報は最大１０件までとなります。また、出力依頼可能期間は、一括

納付用明細データ等（月報）配信の翌日から翌々年末日までです。 

出力依頼情報の変更及び削除は、一括納付用明細データ等出力処理の起動前まで実施可能です。 

出力依頼情報の呼出しは、一括納付用明細データ等出力処理の完了まで実施可能です。 

「一括納付用明細データ（民用）関連依頼情報登録・変更（ＤＬＳ０３）」業務を利用し、当該入

力情報について以下の事項を入力して送信することにより行います。 

 

(１) 登録、変更、呼出し及び削除方法 

［１］処理区分コード（「処理区分」欄） 

コード 区 分 

９ 登 録 

５ 変 更 

３ 呼出し 

１ 削除（受理番号単位） 

［２］受理番号（「受理番号」欄） 

処理区分コードに「９」（登録）を入力した場合は、入力できません。 

処理区分コードに「９」以外を入力した場合は、当初依頼情報を登録した際

出力された受理番号を入力します。 

［３］パターン番号（「パターン番号」欄） 

本業務による管理資料の出力要求パターンを次により指定します。 

１：一括納付書番号又は納付番号を指定して、一括納付用明細データの出力要

求を行います。 

２：法定納期限、輸入者及び申告者を指定して、一括納付用明細データの出力

要求を行います。 

［４］帳票種別（「帳票種別」欄） 

次の何れかを入力します。 

１：包括納期限延長 

２：特例申告即納（直納） 

３：特例申告即納（口座） 

４：特例申告納期限延長 

５：ＭＰＮ包括納期限延長 

６：ＭＰＮ特例申告即納 
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７：ＭＰＮ特例申告納期限延長 

 

（以下［５］から［１０］の項目は１０件まで登録可能です。） 

［５］削除フラグ（「削除フラグ」欄） 

登録済の出力依頼情報のうち特定の情報について削除を行う場合は「Ｄ」を入力

します。 

この場合、上記［１］を「５：変更」と入力する必要があります。 

［６］通番（「通番」欄） 

登録済の出力依頼情報のうち特定の情報を選択して、変更を行う場合に当該登録

済の出力依頼情報に係る通番を入力します。 

上記［１］が「９：登録」の場合は入力できません。 

［７］一括納付書番号等（「一括納付書番号等」欄） 

ＭＰＮ対象の一括納付用明細データを要求する場合は、納付番号を入力します。 

ＭＰＮ対象外の一括納付用明細データを要求する場合は、一括納付書番号を入力

します。 

［８］法定納期限（「法定納期限」欄） 

一括納付書の法定納期限を年月で入力します。（例：2008年10月の場合「200810」） 

［９］輸入者コード（「輸出入者コード」欄） 

出力対象の輸入者を指定したい場合に一括納付書対象の輸出入者を入力します。 

［10］申告者コード（「申告コード」欄） 

出力対象の申告者を指定したい場合に、一括納付書対象の申告を行った通関業者

のコードを入力します。 

 

(２) 出力情報 

前記(１)により、登録が行われたときは、以下の情報が配信されます。 

情報名 出力情報コード 出力条件 配信先 

処理結果通知 *CDLS03 なし 入力者 

一括納付用明細

データ等出力依

頼情報 

CAF7210 依頼情報の登録、変更または呼出しの場合に

出力する。 

入力者 

随時処理結果通

知情報 

*CDLS03 一括納付用明細データ等出力処理が終了し

た場合に出力する。 

入力者 

 

(３) 留意事項 

①応答画面の再送信について 

出力依頼情報の呼出しを行った場合のみ、応答画面からの連続した送信が可能です。 

②出力依頼情報の変更と削除について 

出力依頼情報の呼出し後、変更内容を送信する前（バッチ処理依頼ＤＢ更新前）に一括納付

用明細データ等出力処理が起動された場合は、出力依頼情報の更新を反映できません。 
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③要求パターン番号が「２」（法定納期限等指定による出力要求）の場合、以下の条件を全て満

たすデータを出力します。 

・一括納付用明細データ等（月報）配信時の出力先利用者が本業務の入力者と一致する必要があ

ります。 

・納期限日が入力された法定納期限（年月）の当月２０日から翌月１９日までである必要があり

ます。 

（例：入力された法定納期限が「２００８１２」の場合、納期限日が２００８年１２月２０日か

ら２００９年１月１９日までのデータが出力対象となります。） 

また、併せて申告者及び輸入者を指定した場合、指定内容に合致するデータのみを出力しま

す。 

④一括納付用明細データ、一括納付用明細書情報及び一括納付用明細総括データはそれぞれ利用

者ごとに出力要否が予めシステムに設定されています。本業務で出力依頼した場合、出力要と

設定されている管理資料のみが出力されます。 

⑤随時報の配信と本業務の実施について 

依頼情報登録後、バッチ処理を実施して得られた随時報と依頼利用者が取出していない管理資

料情報の合計件数、もしくは合計容量がシステム制限値を超過した場合は、処理された随時報

を配信すると共に、注意喚起メッセージを随時処理結果通知に出力します。（メッセージ内容

については「処理結果コード一覧」を参照。） 

依頼利用者が未取出の管理資料情報を取出さずシステム上に残留している間は、新しい依頼情

報の登録はできません。また、同様に一度受理番号単位で削除した依頼情報の復帰もできませ

ん。登録済みの依頼情報についても随時処理は行いません。 

一定時間ごとに管理資料情報の合計件数、合計容量をチェックし、依頼利用者が管理資料情報

を取出すことによりシステム制限値以内となった時点で、依頼利用者分の依頼情報の随時処理

を再開します。また、同時に新しい依頼情報の登録が可能です。一度受理番号単位で削除した

依頼情報の復帰も可能です。 
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図１５ ＤＬＳ０３業務の作成・配信処理イメージ図 

 

 
NACCS

①作成依頼

②依頼に基づき処理

⑥受信

一括納付用明細データ
関連依頼情報登録業務

④管理資料取出サーバ
⑤取出し

【ＤＬＳ０３】

③随時報の作成完了通知

ＤＬＳ０３業務対象の管理資料

○一括納付用明細書情報

○一括納付用明細データ

○一括納付用明細総括データ

削除フラグ 通番 一括納付書番号等 法定納期限 輸入者コード 申請者コード

‣

一括納付用明細データ（民用）関連依頼情報・変更

ファイル(F) 表示(V)

受理番号

処理区分コード *処理区分コード * 9

登録

変更する際に
使用する項目

201003

P0012345

J1NAC
1回で10件登録可

１：包括納期限延長
２：特例申告即納（直納）
３：特例申告即納（口座）
４：特例申告納期限延長
５：ＭＰＮ包括納期限延長
６：ＭＰＮ特例申告即納
７：ＭＰＮ特例申告納期限延長

を番号で入力

処理ステータス

ステータス項目は、以前登録した内容を変更する
ために登録内容を呼び出した際

Ｗ：未処理 Ｒ：処理中 Ｈ：保留中

の別に状態を表示する

以前登録した内容を呼
び出す場合は、処理区
分コードに「３：呼出」、受
理番号に呼び出したい
受理番号を入力する

201004

P0012345

J1NAC

パターン番号

帳票種別

2

1

１：｢一括納付書番号等」を指定する場合
２：「法定納期限」と｢輸入者コードか
申請者コードかその両方」を指定する
場合

番号で入力する。
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第３章 管 理 資 料 関 係 

 

本章は、システムを利用して行われた税関及び関係省庁手続に係る事務に対し、民間利用者へ提供す

る管理資料（以下「民間管理資料」という。）について記載しています。 

システムにより提供される民間管理資料には、それぞれの利用目的等によって、日報、週報、月報、

半月報及び随時報があります。 

いずれの民間管理資料についても、各利用者において、出力要求の指定日に利用者側からの取出要求

により出力することが可能です。 

なお、民間管理資料については、一部を除きＣＳＶ形式の電子データで提供されることから、利用者

側で自由に加工・編集し、社内で利活用することが可能です。 

具体的な民間管理資料は次のとおりです。 

（取り出し可能時期については、データ量等内部処理の状況により前後する場合があります。） 

 

第１節 通関関係管理資料 

 

１ 一括納付書情報（Ｉ０１） 

納税方式が包括納期限延長、特例申告即納または特例申告納期限延長で一括納付対象の輸入申告等

に係る一括納付書を提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者または輸出入者※へ提供（※システムに出力する旨が登録されている利用者） 

納税方式ごとに以下の日付の８時以降取り出し可能 

①包括延長分 

前月中に調査決定された輸入申告（包括延長）については毎月８日 

②特例即納分 

前月中に引取申告がなされ、前日までに特例申告（即納）が受理されたものについては毎

月２１日 

③特例延長分 

前々月中に引取申告がなされ、前月末までに特例申告（納期限延長）が受理されたものに

ついては毎月８日（ただし、「酒税」および「たばこ税・たばこ特別税」について納期限

を延長したものについては出力されません。） 

 

(２) 留意事項 

当該情報はＣＳＶ形式ではないため、利用者側で加工・編集することはできません。 

出力する際には、事前に用意した納付書（Ａ４単票のプレプリント帳票）に印刷する必要があ

ります。 



 

 

 

３－１－２ 

 

 

 

２ 納付番号通知情報（一括）（Ｉ０２） 

マルチペイメントネットワーク（以下、ＭＰＮという。）を利用して納付する旨が登録されている、

納税方式が包括納期限延長、特例申告即納または特例申告納期限延長で一括納付対象の輸入申告等に

係る納付番号通知情報（一括）を提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者または輸出入者※へ提供（※システムに出力する旨が登録されている利用者） 

納税方式ごとに以下の日付の８時以降取り出し可能 

①包括延長分 

前月中に調査決定された輸入申告（包括延長）については毎月８日 

②特例即納分 

前月中に引取申告がなされ、前日までに特例申告（即納）が受理されたものについては毎

月２１日 

③特例延長分 

前々月中に引取申告がなされ、前月末までに特例申告（納期限延長）が受理されたものに

付いては毎月８日（ただし、「酒税」および「たばこ税・たばこ特別税」について納期限

を延長したものについては出力されません。） 

 

(２) 留意事項 

当該情報はＣＳＶ形式ではないため、利用者側で加工・編集することはできません。 

 

３ 一括納付用明細書情報（Ｉ０３） 

① 一括納付書情報の内訳として一括納付書番号単位に通関業者、輸入者、輸入申告等の番号、税

額等一括納付として扱われた申告の詳細を提供します。（帳票種別：「包括納期限延長」「特例

申告即納（直納）」「特例申告納期限延長」） 

② 納期限日における口座一括引落とし対象情報の内訳として特例申告口座一括引落番号（一括納

付書番号体系と同じ）単位に通関業者、輸入者、輸入申告等の番号、税額等一括納付として扱わ

れた申告の詳細を提供します。（帳票種別：「特例申告即納（口座）」） 

③ ＭＰＮを利用して一括納付されるものの内訳として、納付番号単位に通関業者、輸入者、一括

納付書番号、輸入申告等の番号、税額等一括納付として扱われた申告の詳細を提供します。（帳

票種別：「ＭＰＮ包括納期限延長」「ＭＰＮ特例申告即納」「ＭＰＮ特例申告納期限延長」） 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者または輸出入者※へ提供（※システムに出力する旨が登録されている利用者） 

納税方式ごとに以下の日付の８時以降取り出し可能 

①包括延長分 

前月中に調査決定された輸入申告（包括延長）については毎月８日 

②特例即納分 



 

 

 

３－１－３ 

 

 

前月中に引取申告がなされ、前日までに特例申告（即納）が受理されたものについては毎

月２１日 

③特例延長分 

前々月中に引取申告がなされ、前月末までに特例申告（納期限延長）が受理されたものに

付いては毎月８日（ただし、「酒税」および「たばこ税・たばこ特別税」について納期限

を延長したものについては出力されません。） 

なお、必要に応じ、ＮＡＣＣＳセンターに対し要求条件を指定することにより、随時提供

することも可能です。随時提供する場合は、「一括納付用明細データ（民用）関連依頼情

報登録・変更（ＤＬＳ０３）」業務を利用します。 

 

(２) 留意事項 

当該情報はＣＳＶ形式ではないため、利用者側で加工・編集することはできません。 

 

４ 一括納付用明細データ及び一括納付用明細総括データ（Ｉ０４、Ｉ０５） 

① 一括納付書情報の内訳として一括納付書番号単位に通関業者、輸入者、輸入申告等の番号、税

額等一括納付として扱われた申告の詳細を提供します。（帳票種別：「包括納期限延長」「特例

申告即納（直納）」「特例申告納期限延長」） 

② 納期限日における口座一括引落とし対象情報の内訳として特例申告口座一括引落番号（一括納

付書番号体系と同じ）単位に通関業者、輸入者、輸入申告等の番号、税額等一括納付として扱わ

れた申告の詳細を提供します。（帳票種別：「特例申告即納（口座）」） 

③ ＭＰＮを利用して一括納付されるものの内訳として、納付番号単位に通関業者、輸入者、一括

納付書番号、輸入申告等の番号、税額等一括納付として扱われた申告の詳細を提供します。（帳

票種別：「ＭＰＮ包括納期限延長」「ＭＰＮ特例申告即納」「ＭＰＮ特例申告納期限延長」） 

④ 一括納付用明細データ（一括納付用明細書情報を含む）の一括納付書番号または納付番号を一

覧としてまとめた総括データを、一括納付用明細総括データとして提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者または輸出入者へ提供（※システムに出力する旨が登録されている利用者） 

納税方式ごとに以下の日付の８時以降取り出し可能 

①包括延長分 

前月中に調査決定された輸入申告（包括延長）については毎月８日 

②特例即納分 

前月中に引取申告がなされ、前日までに特例申告（即納）が受理されたものについては毎

月２１日 

③特例延長分 

前々月中に引取申告がなされ、前月末までに特例申告（納期限延長）が受理されたものに

ついては毎月８日（ただし、「酒税」および「たばこ税・たばこ特別税」について納期限

を延長したものについては出力されません。） 

なお、必要に応じ、ＮＡＣＣＳセンターに対し要求条件を指定することにより、随時提供
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することも可能です。随時提供する場合は、「一括納付用明細データ（民用）関連依頼情

報登録・変更（ＤＬＳ０３）」業務を利用します。 

 

５ 輸入申告一覧データ（Ｉ５１） 

通関業者が取り扱った前月分の以下の実績を通関業者別に提供します。 

① 輸入申告（輸入許可前貨物引取（以下、「ＢＰ」という。）承認申請を含みます。） 

② 輸入申告（少額関税無税）（ＢＰ承認申請を含みます。航空システムのみ対象です。） 

③ 輸入（引取）申告（特例委託を含みます。） 

④ 蔵出輸入申告（ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑤ 移出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑥ 総保出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑦ 蔵入承認申請 

⑧ 移入承認申請 

⑨ 総保入承認申請 

⑩ 展示等申告 

⑪ 輸入マニフェスト通関申告（航空システムのみ対象です。） 

⑫ 機用品蔵入承認申請 

⑬ 特例申告（特例委託及び一括特例申告を含みます。） 

⑭ 修正申告（特例修正申告を含みます。） 

⑮ 関税等更正請求 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月３日の８時以降取り出し可能 

 

６ 輸入貨物取扱実績データ（Ｉ５４） 

通関業者が取り扱った前月分の以下の手続きに係る取扱件数等を税関官署別に提供します。 

① 輸入申告（輸入許可前貨物引取（以下、「ＢＰ」という。）承認申請を含みます。） 

② 輸入申告（少額関税無税）（ＢＰ承認申請を含みます。） 

③ 輸入（引取）申告（特例委託を含みます。） 

④ 蔵出輸入申告（ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑤ 移出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑥ 総保出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。ＢＰ承認申請を含みます。） 

⑦ 蔵入承認申請（機用品蔵入承認申請を含みます。） 

⑧ 移入承認申請 

⑨ 総保入承認申請 

⑩ 展示等申告 

⑪ 輸入マニフェスト通関申告 

⑫ 特例申告（特例委託及び一括特例申告を含みます。） 
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⑬ 修正申告（特例修正申告を含みます。） 

⑭ 関税等更正請求 

⑮ 保税運送申告 

⑯ 以下の貨物取扱等 

・内容点検・その他 

・改装・仕分け 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

７ 機用品蔵入承認申請一覧データ（Ｉ５５） 

通関業者が取り扱った前日中に行われた機用品蔵入承認申請について、機用品蔵入承認申請番号及

びあて先官署等を提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に通関業者へ提供 

前日に扱ったデータを翌日８時以降取り出し可能 

 

８ 輸出申告一覧データ（Ｈ０１） 

通関業者が取り扱った前月分の以下の実績を通関業者別に提供します。 

① 輸出申告（特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告を含みます。） 

② 積戻し申告 

③ 特定輸出申告 

④ 展示等積戻し申告 

⑤ 輸出マニフェスト通関申告（航空システムのみ対象です。） 

⑥ 別送品輸出申告 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月４日の８時以降取り出し可能 

 

９ 輸出通関取扱件数データ（日報）（Ｈ０３） 

通関業者が取り扱った前日分の以下の手続きに係る取扱件数等を、代理店、代理店営業所別に提供

します。 

① 以下の手続き（以下、輸出申告等という。）に係る取扱件数及び申告価格 

・輸出申告（特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告を含む。） 

・積戻し申告 

・特定輸出申告 
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・展示等積戻し申告 

・輸出マニフェスト通関申告（航空システムのみ対象です。） 

・別送品輸出申告 

② 輸出許可内容変更申請の承認件数 

③ 搬入確認に係るＡＷＢ（ＨＡＷＢ）件数、個数、重量 

④ 以下の手続き（以下、貨物取扱等という。）に係る取扱件数 

・内容点検・その他 

・仕分け 

・仕合せ 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に通関業者へ提供 

前日に扱ったデータを翌日８時以降取り出し可能 

 

１０ 輸出通関取扱件数データ（月報）（Ｈ０４） 

通関業者が取り扱った前月分の以下の手続きに係る取扱件数等を、代理店、代理店営業所別に提供

します。 

①以下の手続き（以下、輸出申告等という。）に係る取扱件数及び申告価格 

・輸出申告（特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告を含む。） 

・積戻し申告 

・特定輸出申告 

・展示等積戻し申告 

・輸出マニフェスト通関申告（航空システムのみ対象です。） 

・別送品輸出申告 

②輸出許可内容変更申請の承認件数 

③搬入確認に係るＡＷＢ（ＨＡＷＢ）件数、個数、重量 

④以下の手続き（以下、貨物取扱等という。）に係る取扱件数 

・内容点検・その他 

・仕分け 

・仕合せ 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

１１ 品目別許可貨物実績データ（通関業用）（Ｈ０５） 

通関業者が取り扱った前月中に輸出許可となった貨物のＡＷＢ及びＨＡＷＢ件数、個数、重量等を

通関業別、仕向地域別及び品目別に提供します。 
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(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に通関業者へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）仕向地域についてはオンラインで設定した仕向地域コードを出力します。 

（ｂ）合計の出力方法 

仕向地域毎に仕向地域合計を出力します。また、最終行に通関業合計を出力します。 

（ｃ）仕向地域名の出力内容 

①アメリカ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ１１ 

②カナダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ１２ 

③中南米・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ１３ 

④ヨーロッパ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ２１ 

⑤中近東・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ２２ 

⑥アフリカ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ２３ 

⑦ロシア等（旧ＣＩＳ諸国）及びモンゴル・・・Ｔ２４ 

⑧東南アジア・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ３２ 

⑨南アジア・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ３３ 

⑩中国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ３４ 

⑪太平洋州・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｔ３５ 

（ｄ）件当重量の算出式 

重量 ／ 件数 （出力単位はキログラムで、小数点以下第２位を四捨五入） 

（ｅ）個当重量の算出式 

重量 ／ 個数 （出力単位はキログラムで、小数点以下第２位を四捨五入） 

（ｆ）件当個数の算出式 

個数 ／ 件数 （小数点以下第１位を四捨五入） 
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第２節 貨物管理関係管理資料 

 

１ DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT(DAILY)（Ｓ０１） 

航空会社にて前日中に搭載完了された貨物のＡＷＢ件数、個数、重量等の情報を航空会社（委託航

空会社含む）別、仕出地別及び取卸地別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社へ提供 

前日に扱ったデータを翌日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）スプリット搭載された同一のＡＷＢは別のＡＷＢとして計上されます。 

（ｂ）出力先の航空会社が受託航空会社の場合は、委託航空会社の情報も出力されます。 

（ｃ）仮陸揚貨物には機移し貨物分を含みます。 

 

２ DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT(MONTHLY)（Ｓ０２） 

航空会社にて前月中に搭載完了された貨物のＡＷＢ件数、個数、重量等の情報を航空会社（委託航

空会社含む）別、仕出地別、搭載便別及び取卸地別に提供します。 

また、仮陸揚貨物の出力データから「出・仮」貨物分を抽出し、提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）スプリット搭載された同一のＡＷＢは別のＡＷＢとして計上します。 

（ｂ）本管理資料でいう搭載便とは、便名の先頭６桁（月日を除いたもの）です。 

（ｃ）前年同月比「ＧＲＯＷ」欄は、以下の条件で計上します。 

①初年度又は対応前年度データなしの場合は、出力しません。 

②前年同期間比は、次の算出式（小数点第１位以下切り上げ）で算出します。 

前年同期間比 ＝ 
（当月値） 

× １００ 
（前年同月値） 

③値が９９９を越える場合は、９９９を出力します。 

（ｄ）出力先の航空会社が受託航空会社の場合は、委託航空会社の情報も出力します。 

（ｅ）月の途中で委託航空会社が受託航空会社を変更した場合、委託航空会社の情報が変更前及

び変更後の受託航空会社に出力します。 

（ｆ）仮陸揚貨物には機移し貨物分を含みます。 
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３ DEPARTURE CARGO MOVEMENT STATISTICS（Ｓ０３） 

航空会社にて前月中に搭載完了された有償貨物のＡＷＢ件数、個数、重量等を航空会社（委託航空

会社含む）別、仕出地別、搭載便別及び仕向地別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）スプリット搭載された同一のＡＷＢは別のＡＷＢとして計上します。 

（ｂ）本管理資料でいう搭載便とは、便名の先頭６桁（月日を除いたもの）です。 

（ｃ）前年同月比「ＧＲＯＷ」欄は、以下の条件で計上します。 

①初年度又は対応前年度データなしの場合は、出力しません。 

②前年同期間比は、次の算出式（小数点第１位以下切り上げ）で算出します。 

前年同期間比 ＝ 
（当月値） 

× １００ 
（前年同月値） 

③値が９９９を越える場合は、９９９を出力します。 

（ｄ）出力先の航空会社が受託航空会社の場合は、委託航空会社の情報も出力します。 

（ｅ）月の途中で委託航空会社が受託航空会社を変更した場合、委託航空会社の情報が変更前及

び変更後の受託航空会社に出力します。 

（ｆ）仮陸揚貨物には機移し貨物分を含みます。 

 

４ 仮陸揚期間管理データ（Ｓ０４） 

① 仮陸揚届出日から一定期間※経過したにも拘わらず搭載確認されていない仮陸揚貨物の情報を

ＡＷＢ番号別、仮陸揚届受理番号別等に仮陸揚届出を行った航空会社、貨物を蔵置している航空

会社の管理する保税蔵置場（ＲＶＡ等の「航空会社向貨物引渡し登録」業務を行う保税蔵置場を

含む。）に提供します。 

② 機移届出日から一定期間※経過したにも拘わらず搭載確認されていない機移し貨物の情報をＡ

ＷＢ番号別、機移届受理番号別等に機移届出を行った航空会社、貨物を蔵置している航空会社の

管理する保税蔵置場（ＲＶＡ等の「航空会社向貨物引渡し登録」業務を行う保税蔵置場を含む。）

に提供します。 

※一定期間：４日（ただし、毎月２５日提供分については、翌月５日から１４日を引いて算出し

た日以前となります。） 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

旬単位に航空会社（ＲＶＡ等の「航空会社向貨物引渡し登録」業務を行う保税蔵置場を含む。）

へ提供 
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以下、抽出対象分を各提供日の８時以降取り出し可能 

提供日 抽出対象 

５日 届出日が当月１日以前のもの 

１５日 届出日が当月１１日以前のもの 

２５日 届出日が当月２１日※以前のもの 

※翌月５日 － １４日で算出 

 ※届出日：仮陸揚届出日と機移届出日 

 

５ 仕向地別混載仕立実績データ（Ｓ０５） 

混載業にて前月中に行った混載仕立実績（ＭＡＷＢ件数、ＨＡＷＢ件数等）を混載業別、ＭＡＷＢ

の仕向地別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に混載業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）混載仕立終了の旨の登録を月末から月初にかけて行った場合は、最初に登録を行った月の

情報を計上します。 

（ｂ）エリアコードの内容は、以下のとおりです。 

１＝北米、中米、南米 

２＝欧州、中近東、アフリカ 

３＝アジア、オセアニア、太平洋諸島 

（ｃ）「混載仕立終了情報登録」業務により混載仕立終了の旨の登録が行われなかった場合は、

管理資料には計上しません。 

 

６ 長期蔵置貨物データ（輸出保税）（Ｓ０６） 

保税蔵置場にて前月末日時点で蔵置されている貨物で最初に保税蔵置場に搬入された日から１ヶ

月以上蔵置されている貨物のＡＷＢ番号等の情報を保税蔵置場別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に保税蔵置場、航空会社へ提供 

前月末日時点のデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

７ 保税蔵置場貨物取扱実績データ（Ｓ０７） 

保税蔵置場にて前日に搬入された件数、個数、重量及び前日に搬出された件数、個数、重量、並び

に前日の在庫量を統計種別（貨物種別、貨物識別、搬出区分）に累計し保税蔵置場別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 
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日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）搬入、搬出実績とも、貨物種別毎に出力後、合計を出力します。 

（ｂ）搬入、搬出件数の計上については、次のとおりです。 

分割搬入、分割搬出の都度１件として計上します。 

また、搬出について、末ラベル貨物はＡＷＢとして計上します。 

（ｃ）重量の計上については、次のとおりです。 

①搬出重量は次式により算出します。 

総重量 × 搬出個数 

総 個 数 

②在庫重量は次式により算出します。 

総重量 × 蔵置個数 

総 個 数 

（ｄ）搬出は搬出のみを計上し、搭載は搬出として計上しません。 

 

８ 引渡し貨物状況データ（Ｓ０８） 

保税蔵置場にて前日に「航空会社向貨物引渡し登録（航空会社単位）」業務等によって引き渡され

た貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を保税蔵置場別、航空会社別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）当該月内にデータの発生しなかった航空会社については、出力しません。 

（ｂ）件数、個数及び重量の計上は、貨物引渡し業務が行われた単位（ＡＷＢの搬出入単位）で

計上します。 

 

９ 貨物取扱実績データ（荷送人別）（Ｓ０９） 

航空会社にて前月中に搭載又はシステム外に搬出されたＡＷＢ及びＨＡＷＢの件数・個数・重量等

を代理店営業所別、荷送人（輸出者）別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空貨物代理店へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 
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（ａ）分割貨物としてシステムに複数登録されている場合で、代理店営業所名及び荷送人（輸出

者）が各々異なる時には初期登録されたもので計上します。 

（ｂ）航空貨物代理店、荷送人（輸出者）のいずれか１つでも未登録の貨物情報は計上しないた

め、ＭＡＷＢ及び仮陸揚貨物（機移し貨物を含む）については計上しません。 

（ｃ）代理店営業所名が登録されていないものについては、営業所欄を“？？？”として一括出

力します。 

 

１０ 貨物取扱実績データ（航空会社別）（Ｓ１０） 

航空会社にて前月中に搭載又はシステム外に搬出されたＡＷＢ及びＨＡＷＢの件数・個数・重量等

を代理店営業所別の航空会社別、混載業別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空貨物代理店へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）分割貨物としてシステムに複数登録されている場合で、代理店営業所名及び航空会社（又

は混載業）が各々異なる時には初期登録されたもので計上します。 

（ｂ）航空貨物代理店、航空会社（又は混載業）のいずれか１つでも未登録の貨物情報は計上し

ないため、仮陸揚貨物（機移し貨物を含む）については計上しません。 

（ｃ）代理店営業所名が登録されていないものについては営業所欄を“？？？”として一括出力

します。 

 

１１ 貨物取扱実績データ（営業所別）（Ｓ１１） 

航空会社にて前月中に搭載又はシステム外に搬出されたＡＷＢ及びＨＡＷＢの件数・個数・重量等

を航空貨物代理店別、代理店営業所別に累積し提供します。 

また、件数と重量については全航空貨物代理店の合計値も提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空貨物代理店へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）分割貨物としてシステムに複数登録されている場合で、代理店営業所名が各々異なる時に

は初期登録されたもので計上します。 

（ｂ）航空貨物代理店が未登録の貨物情報は計上しないため、仮陸揚貨物（機移し貨物を含む）

については計上しません。 

（ｃ）代理店営業所名が登録されていないものについては営業所欄を“？？？”として一括出力

します。 
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１２ 搭載完了ＡＷＢデータ（Ｓ１２） 

航空会社にて前日に搭載された一般貨物（ＡＷＢのみ）のＡＷＢ番号、総個数、搭載便名、搭載個

数を代理店営業所別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空貨物代理店へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）出力対象貨物は一般貨物（ＡＷＢ）のみとし、次の貨物は除外となります。 

①混載貨物 

②仮陸揚貨物（機移し貨物を含む） 

（ｂ）合計の出力方法について、ＡＷＢ番号のプリフィックス（上３桁）が同一のものは、ＡＷ

Ｂ件数、総個数及び搭載個数を集計し出力します。 

 

１３ 航空輸出貨物取扱等一覧データ（Ｓ１３） 

通関業者等にて前日に貨物取扱登録（仕分け及び仕合せの場合を除く）、貨物取扱許可、見本持出

許可申請または見本持出確認登録がされた輸出貨物の取扱等一覧データを保税蔵置場別に提供しま

す。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場、航空会社へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

１４ 航空輸出貨物搬出入データ（Ｓ１４） 

保税蔵置場にて前日に搬出入のあった輸出貨物のデータを保税蔵置場別に提供します。 

なお、搬出取消しや訂正のあった輸出貨物のデータも提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場、航空会社へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

１５ ARRIVAL CARGO REPORT(DAYLY)（Ｔ０１） 

前日に到着した貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を、路線別、到着便名別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 
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１６ ARRIVAL CARGO REPORT(MONTHLY)（Ｔ０２） 

前月中に到着した貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を路線別、到着便名別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月４日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）前年同月比の算出方法は次のとおりです。 

①当月の合計 

（本年当月分の合計×１００／前年同月分の合計）の小数点第１位を四捨五入して出力し

ます。 

②累計 

（当月までの過去１年間の合計×１００／前年同月より過去１年間の合計）の小数点第１

位を四捨五入して出力します。 

（ｂ）シェアの算出方法は次のとおりです。 

①路線別合計 

（１社分の路線別合計数量（税関官署別）×１００／路線別全社合計数量（税関官署別））

の小数点第１位を四捨五入して出力します。 

②航空会社別合計 

（１社分の全路線合計数量（税関官署別）×１００／全路線全社合計数量（税関官署別））

の小数点第１位を四捨五入して出力します。 

 

１７ ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN(DAYLY)（Ｔ０３） 

前日に到着した貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を仕出地別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

１８ ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN(MONTHLY)（Ｔ０４） 

前月中に到着した貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を仕出地別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月４日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 
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（ａ）構成比の算出方法は次のとおりです。 

（１社分の仕出地別数量（税関官署別）×１００／１社分の合計数量（税関官署別））の小

数点第１位を四捨五入して出力します。 

（ｂ）シェアの算出方法は次のとおりです。 

①明細 

（１社分の仕出地別数量（税関官署別）×１００／仕出地別の全社合計数量（税関官署別））

の小数点第１位を四捨五入して出力します。 

②航空会社別合計 

（１社分の合計数量（税関官署別）×１００／全社合計数量（税関官署別）の小数点第１

位を四捨五入して出力します。 

（ｃ）前年同月比の算出方法は次のとおりです。 

①当月合計 

（本年当月分の合計×１００／前年同月分の合計）の小数点第１位を四捨五入して出力し

ます。 

②累計 

（当月までの過去１年間の合計×１００／前年同月より過去１年間の合計）の小数点第１

位を四捨五入して出力します。 

 

１９ ARRIVAL CARGO REPORT(VIA OTHER PORT)（Ｔ０５） 

前月中にマル仮貨物及び仮・仮貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を到着時点の路線別、到着便名別、

空港別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月４日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

先頭到着便で国内の空港間を運送した場合には計上されません。 

 

２０ BREAK BULK MONTHLY REPORT（Ｔ０６） 

混載業が前月中に混載仕分けを行った貨物のＨＡＷＢ件数を混載仕立業別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に混載業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月２日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）個数、重量については、単便の場合、スプリット貨物の場合共に、総個数及び総重量を計

上します。 
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（ｂ）ＯＬＴの件数は、国内向貨物でＯＬＴの旨が登録されている貨物の件数を計上します。 

 

２１ 搬出貨物統計データ（輸入）（Ｔ０７） 

保税蔵置場が前月中に搬出した貨物のＡＷＢ件数、個数及び重量を搬出事由別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に保税蔵置場へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月２日の８時以降取り出し可能 

 

２２ 搬入貨物統計データ（Ｔ０８） 

① 保税蔵置場が前月中に取卸した貨物のＡＷＢ件数、個数、重量を航空会社別、到着便名別に編

集して提供します｡ 

② 保税蔵置場が前月中に搬入した貨物のＡＷＢ件数、個数、重量を航空会社別、保税運送申告番

号（個別運送管理番号及び特定保税運送番号を含む。以下同様。）別に編集して提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に保税蔵置場へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月２日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）収集タイミングは、貨物の突合となりますが、管理資料への計上は到着年月日で計上しま

す。 

従いまして、月またがりで突合した貨物は、計上されない場合があります。（管理資料作

成処理以降に突合したものについては計上されません。） 

例：到着2/28 突合2/28 → ２月分に計上 

到着2/28 突合3/ 1 → ２月分に計上 

到着2/28 突合3/ 2 → 計上されない 

（ｂ）到着便名または保税運送申告番号は、明細タイトルが「ＦＬＴ」のときは到着便名を出力

し、それ以外は保税運送申告番号を出力します。 

（ｃ）到着便数または保税運送件数は、明細タイトルが「ＦＬＴ」のときは到着便数を出力し、

それ以外は保税運送件数を出力します。 

 

２３ 生鮮貨物到着データ（Ｔ０９） 

保税蔵置場における前日に到着した生鮮貨物のＡＷＢ件数、個数、重量を生鮮食料品別に提供しま

す。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 
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２４ 特殊貨物到着データ（Ｔ１０） 

保税蔵置場における前日に到着した特殊貨物のＡＷＢ番号、個数、重量及び品名の情報を特殊貨物

別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

２５ 航空貨物代理店別売上データ（日報）（Ｔ１１） 

保税蔵置場における前日の保税蔵置場保管料等の売上高を航空貨物代理店別、ＣＲＥＤＩＴ別、Ｃ

ＡＳＨ別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

出力した請求書・領収書情報を翌日以降に取消した場合は、取消した請求書・領収書情報は収

集できません。 

 

２６ 航空貨物代理店別売上データ（半月報）（Ｔ１２） 

保税蔵置場における半月の保税蔵置場保管料等の売上高を航空貨物代理店別、ＣＲＥＤＩＴ別、Ｃ

ＡＳＨ別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

半月単位に保税蔵置場へ提供 

当月の１日から１５日に扱ったデータを当月１６日の８時以降取り出し可能 

前月の１５日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

出力した請求書・領収書情報を翌日以降に取消した場合は、取消した請求書・領収書情報は収

集できません。 

 

２７ 保税蔵置場保管料請求明細データ（Ｔ１３） 

保税蔵置場における半月の保税蔵置場保管料等のＡＷＢ番号毎の請求額を航空貨物代理店別に編

集し提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 
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半月単位に保税蔵置場へ提供 

当月の１日から１５日に扱ったデータを当月１６日の８時以降取り出し可能 

前月の１５日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

出力した請求書情報を収集日以降に取消した場合は、取消した請求書情報は収集できません。 

 

２８ 料金体系別収入金明細データ（Ｔ１４） 

保税蔵置場における前月の保税蔵置場保管料等におけるＡＷＢ件数、個数、重量及び売上高を料金

体系別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に保税蔵置場へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

収集期間内に出力した請求書・領収書情報を集計期間外に取消した場合は、取消した請求書・

領収書は収集できません。 

 

２９ 長期蔵置貨物データ（輸入保税・民用）（Ｔ１５） 

保税蔵置場における前月末日時点の保税蔵置場に蔵置されている貨物のＡＷＢ情報を経過期間別、

ＡＷＢ番号別、到着便別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に保税蔵置場へ提供 

前月末日時点のデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）搬入年月日は、以下の優先順に各年月日を搬入年月日として抽出します。 

①保税蔵置場への搬入年月日 

②保税蔵置場で改装・仕分けされた仕分け子貨物の場合は、仕分け確認年月日 

③保税蔵置場で混載仕分けされたＨＡＷＢ貨物の場合は、突合年月日 

④空港取卸し貨物の場合は、空港保税蔵置場搬入年月日 

（ｂ）手続種別には、申告種別または手続許可承認種別を出力します。 

ただし、手続許可承認種別は下記のものを対象とします。 

「ＨＡＫ」、「ＭＥＫ」、「ＯＴＨ」、「ＳＹＵ」 
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３０ 蔵置場所別在庫データ（Ｔ１６） 

航空会社、保税蔵置場における前日に蔵置中の貨物のＡＷＢ番号等の情報を保税蔵置場別、ロケー

ション別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社、保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）計上条件は以下のとおりです。 

①搬入年月日は、以下の優先順に各年月日を搬入年月日として抽出します。 

１保税蔵置場への搬入年月日 

２保税蔵置場で改装・仕分けされた仕分け子貨物の場合は、仕分け確認年月日 

３保税蔵置場で混載仕分けされたＨＡＷＢ貨物の場合は、突合日または混載貨物確認情報

登録年月日 

②重量は次の算出式により出力します。 

重量 ＝ 個数（ロケーション別）× 
ＡＷＢ情報の到着重量 

ＡＷＢ情報の到着個数 

③到着便情報に対応するロケーション情報が存在しない場合は、ブランクのロケーションを

出力します。 

④手続種別コードには、申告種別または手続許可承認種別を出力します。ただし、手続許可

承認種別は下記のものを対象とします。 

「ＧＮＳ」、「ＭＨＮ」、「ＴＫＹ」、「ＴＡＳ」、「ＨＡＫ」、「ＭＥＫ」、「ＯＴＨ」、

「ＳＹＵ」 

（ｂ）出力有無や出力日等については、利用者設定業務にて設定します。 

 

３１ 搬出入貨物統計データ（Ｔ１７） 

保税蔵置場で前日に搬入、搬出及び貨物取扱を行ったＡＷＢ件数、個数、重量を保税蔵置場別に提

供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に保税蔵置場へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

計上条件は以下のとおりです。 

（ａ）ＡＷＢ単位、到着便単位に加算します。 

（ｂ）当月累計は、１日～当日までの合計値を出力します。 

（ｃ）以下の項目について取消処理（減算）を行います。 
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①貨物取扱許可 

②一般搬出 

③その他システム内運送 

④その他システム外運送 

 

３２ 承認番号別運送件数データ（民間）（Ｔ１８） 

航空会社等で前月中に行われた包括保税運送承認に係る個別運送件数、ＡＷＢ件数を包括保税運送

承認番号単位に合算して申告者別に提供します。 

また、保税運送申告及び特定保税運送の登録件数、ＡＷＢ件数も提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に航空会社、混載業、通関業、保税蔵置場、機用品業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）運送件数累計には包括承認期限内の包括保税運送承認に係る個別運送の運送件数を、包括

保税運送承認番号単位に計上します。 

ただし、承認された最初の月に個別運送の実績がなかった包括保税運送承認番号分につい

ては計上されません。 

（ｂ）包括保税運送承認に係る個別運送情報の場合は、運送先が発送場所と同一官署内であれば

１申告あたり最大５保税蔵置場まで出力し、運送先が発送場所と別官署に属する場合には１

保税蔵置場分出力します。 

 

３３ 航空輸入貨物搬出入データ（Ｔ１９） 

保税蔵置場で前日中に保税蔵置場より搬出入を行った輸入貨物のデータを保税蔵置場別に提供し

ます。 

なお、搬出取消しや訂正のあった輸入貨物のデータも提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社、保税蔵置場、機用品業へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

３４ 航空輸入貨物取扱等一覧データ（Ｔ２０） 

保税蔵置場で前日中に貨物取扱登録（改装・仕分けの場合を除く）、貨物取扱許可、見本持出許可

申請または見本持出確認登録がされた輸入貨物の取扱等一覧データを保税蔵置場別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社、保税蔵置場、機用品業へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 
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３５ INVENTORY CONTROL LIST（Ｔ５０） 

機用品業で前月中に在庫管理の対象になる機用品の搬入数、搬出数及び在庫数を、航空会社別、機

用品品名コード別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に機用品業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

３６ CRAFT HANDLING ACTUAL RESULT LIST（Ｔ５１） 

機用品業で前月中に在庫管理の対象となる機用品の搬入、搬出及び在庫の重量と金額を、大分類別

に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に機用品業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

３７ REPORT ON CORRECTION QUANTITIES（Ｔ５２） 

機用品業で前月中に包括機用品積込承認済となった機用品の中で、搭載された貨物の機用品蔵入承

認申請番号等の情報を航空会社別、品目別に提供します。 

なお、輸出免税品も出力対象です。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に機用品業へ提供 

前月の１日から末日に扱ったデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 

 

３８ LONG-DATE STORE REPORT（Ｔ５３） 

機用品業で前月末日時点に在庫中の機用品で、蔵入承認後２０ヶ月を経過した貨物及び蔵入承認済

でない貨物の蔵入承認申請番号（ＡＷＢ番号）等の情報を航空会社別、品名別、蔵入承認申請番号（Ａ

ＷＢ番号）別に提供します。 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

月単位に機用品業へ提供 

前月末日時点のデータを翌月１日の８時以降取り出し可能 
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第３節 共通管理資料 

 

１ 口座使用明細データ（Ｉ０６） 

前日中に以下の手続き（以下、輸入申告等という。）により引き落とした実績及び口座残高等を、

口座番号別に口座名義人及び口座利用者に提供します。 

①輸入申告 

②輸入申告（少額関税無税）（航空システムのみ対象とします。） 

③特例申告（特例委託特例申告を含みます。） 

④蔵出輸入申告 

⑤移出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。） 

⑥総保出輸入申告（原料課税となる申告を含みます。） 

⑦輸入申告（沖縄特免制度）（海上システムのみ対象とします。） 

⑧修正申告（特例修正申告を含みます。） 

⑨とん税等納付申告 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に通関業者、船会社、船舶代理店または輸出入者へ提供（※システムに出力する旨が登

録されている利用者） 

前日に扱ったデータを翌日の８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

 （Ａ）本管理資料は以下のとおり出力します。 

（ａ）全営業所実績表 

①口座名義人が輸入者、または船会社の口座については、口座名義人がシステムに参加

している場合のみ、当該口座の口座名義人に出力します。 

②口座名義人が通関業者、または船舶代理店の口座については、口座利用可能者ＤＢに

口座名義人以外の利用者が使用可能な旨の登録がなされている場合のみ、当該口座の

口座名義人に出力します。 

③当該口座から全利用者が引き落とした実績を出力します。 

④当該口座から全利用者が引き落とした実績の合計を出力します。 

（ｂ）営業所別実績表 

①すべての口座について、当該口座を使用した利用者に出力します。 

②当該口座から出力先利用者が引き落とした実績のみを出力します。 

③当該口座の口座名義人が通関業者、または船舶代理店の場合のみ、全利用者が引き落

とした実績の合計を出力します。 

（Ｂ）明細に以下のとおり計上します。 

①納税方式が即納、または特定日以降になされた特例申告即納の申告については、１申

  告の１受入科目ごとに１件の引落としとして計上します。 

②特定日以前になされた特例申告即納の申告については、１一括納付書番号（枝番付き）
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の１受入科目ごとに１件の引落としとして計上します。
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２ 手数料未納付一覧（Ｊ０１） 

手数料を要する以下の申請等について、申請者に「納付番号通知情報（手数料）」が発行されてか

ら納付が完了されず、かつ、撤回・取消となっていない状態で一定期間※を経過した申請等一覧を提

供します。    （＊）期間は、日祝日を含まない３日となります。 

①「不開港出入許可申請（ＣＰＣ）」業務 

②「指定地外貨物検査許可申請（ＡＥＣ）」業務 

③「汎用申請手数料納付申請（ＲＰＣ）」業務 

 

(１) 周期、提供先及び取り出し可能時期 

日単位に航空会社、航空貨物代理店、通関業、機用品業、混載業、保税蔵置場、船会社、船

舶代理店、ＣＹ、輸出入者、ＮＶＯＣＣ、海貨業、汎用申請者へ提供 

前日に扱ったデータを８時以降取り出し可能 

 

(２) 留意事項 

（ａ）出力タイミングは以下のとおりです。 

 水 木 金 土 日 月（祝） 火 水 木 

パターン１ ◎ △ △ △ ▲→○ △ △ △ △ 

パターン２ ◎ △ △ △ ▲ ▲ ▲→○ △ △ 

パターン３  ◎ △ △ △ △ △ ▲→○ △ 

注）期間は土日、祝日を含めてカウントします。 

◎：納付番号通知情報を出力    ▲：当管理資料に出力される    ○：納付 

△：当管理資料に出力されない 

 

（ｂ）手数料が未納付の状態でＲＥＰＳ関連ＤＢより削除されたデータ及び以下のデータについ

ては出力しません。 

ＲＥＰＳ関連ＤＢより削除対象となるデータは以下のとおりです。 

①手数料の支払期限年月日が設定されている場合、支払期限年月日より１日を経過したデー

タ 

②手数料の支払期限が設定されていない場合、手数料を要する業務実施後より３０日を経過

したデータ 
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