
別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

1 ｅ－ｍａｉｌ管理 「Ｓ／Ｉ情報登録ＳＩＲ）」業務等でe-
mail送信に係るデータ

「Ｓ／Ｉ情報登録（ＳＩＲ）」業務等が正常終了（e-mail送信あり）した日 36日

ｅ－ｍａｉｌ送信が正常終了時した日 *1日

ｅ－ｍａｉｌ送信が異常終了時した日 *36日

航空輸入貨物 「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業
務等で登録されたデータ

①「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務等により、一般仮陸揚貨物が突合した日
②「搬出確認登録（輸入保税蔵置場）（ＥＸＲ）」業務を行った日
③「システム対象外保税運送到着確認（ＣＡＴ）」業務を行った日
④仕分け親貨物について、仕分け子貨物すべてが削除対象となった日
⑤システム外他空港向一括保税運送（包括保税運送承認に係る個別運送または特定
保税運送）貨物について、「保税運送申告（一括）（ＧＯＬ）」業務を行った日の２１日後
⑥システム外向保税運送（包括保税運送承認に係る個別運送または特定保税運送）貨
物について、「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」業務を行った日の２１日後
⑦ＭＡＷＢについて、「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務により終了入力を行った日
⑧未突合または不突合貨物について、「輸入貨物情報変更登録（ＣＡＩ）」業務にて無効
の旨が登録された日
⑨「許可・承認等情報登録（輸入保税）（ＰＣＨ）」業務にて貨物手作業移行または亡失届
受理の旨が登録された日
⑩蔵入・移入・総保入・展示等承認（併せ運送兼用なし）となった日
⑪ＯＵＴ不要保税蔵置場において輸入許可となった日
⑫ＨＡＷＢについて、ＨＰＫ不要保税蔵置場において輸入許可となった日
⑬「他所蔵置許可期間延長申請（ＴＺＥ）」業務または「他所蔵置許可（期間延長）申請審
査終了（ＣＥＺ）」業務にて登録された他所蔵置期間終了年月日または延長申請期間終
了年月日（「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
⑭「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務にて申請撤回または取消しを
行った日
⑮「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務にて未許可または不許可と
なった日（「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
⑯上記①～⑮以外の貨物について、システム外へ「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」業務
を行った日
⑰「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認（ＣＡＳ）」業務または「蔵入等貨物搬入確認
（ＢＡＳ）」業務を行った日

*7日

「機用品在庫管理情報登録（蔵入等承認単位）（ＣＩＡ）」業務を行った日 *7日

①「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務を行った日（ただし、「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡ
Ｗ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
②「ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ）」業務にてＡＷＢ情報の削除を行った日（ただし、「ＡＷＢ予
備情報登録（ＡＡＷ）」業務が行われていること）
③「貨物確認情報訂正（ＣＰＫ）」業務にて貨物確認情報の削除を行った日（ただし、「Ａ
ＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務が行われていること）
④「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務にて輸入申告等撤回の旨が登録さ
れた日（ただし、「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務が行われていること）
⑤ＭＡＷＢについて、「ＨＡＷＢ情報訂正（ＣＨＡ）」業務による削除が行われて配下のＨＡ
ＷＢが０件となった日（ただし、「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務が行われていること）
⑥「ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務にて取消しを行った日（ただし、「ＡＷＢ予備情報登
録（ＡＡＷ）」業務が行われていること）

2日

①ＭＡＷＢについて、「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務等を行った日
②「ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務等を行った日
③「ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ）」業務にてＡＷＢ情報の削除を行った日（ただし、「ＵＬＤ引取
情報登録（ＵＤＡ）」業務またはＭＡＷＢとして「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務が
行われていること）
④「貨物確認情報訂正（ＣＰＫ）」業務にて貨物確認情報の削除を行った日（ただし、「ＵＬ
Ｄ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務またはＭＡＷＢとして「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」
業務が行われていること）
⑤「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務にて申請撤回または取消しを
行った日（ただし、「ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務またはＭＡＷＢとして「ＨＡＷＢ情報
登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務が行われていること）

*20日

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日
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1/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

①「ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ）」業務にてＡＷＢ情報の削除を行った日（ただし、「ＡＷＢ情
報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
②「貨物確認情報訂正（ＣＰＫ）」業務にて貨物確認情報の削除を行った日（ただし、「貨
物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
③「ＨＡＷＢ情報訂正（ＣＨＡ）」業務にてＨＡＷＢ情報の削除を行った日（ただし、「ＨＡＷ
Ｂ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
④「混載貨物確認情報訂正（ＣＨＰ）」業務にて混載貨物確認情報の削除を行った日（た
だし、「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
⑤「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務にて輸入申告等撤回の旨が登録さ
れた日（ただし、輸入申告以外の業務が行われている場合を除く）
⑥ＭＡＷＢについて、「ＨＡＷＢ情報訂正（ＣＨＡ）」業務による削除が行われて配下のＨＡ
ＷＢが０件となった日（ただし、ＭＡＷＢについて「ＨＡＷＢ情報登録（ＨＣＨ）」業務以外の
業務が行われている場合を除く）
⑦「ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）」業務にて取消しを行った日（ただし、「ＵＬＤ引取情報登
録（ＵＤＡ）」業務以外の業務が行われている場合を除く）
⑧「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務にて申請撤回または取消しを
行った日（ただし、「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務以外の業務が行われている場合を
除く）

1日

「輸入貨物情報削除（ＰＩＸ）」業務にて貨物情報の削除を行った日 1日

輸入便フライト共通情報 「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業
務等で登録されたデータ

①最初の「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務または「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業
務を行った日
②「ＡＷＢ情報終了登録（ＥＡＷ）」業務を行った日

35日

「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務を行った日（ただし、「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業
務が行われている場合を除く）

2日

①「ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ）」業務にてＡＷＢ情報の削除が行われて配下のＡＷＢが０件
となった日（ただし、「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務以外の業務が行われている
場合を除く）
②「貨物確認情報訂正（ＣＰＫ）」業務にて貨物確認情報の削除が行われて配下のＡＷＢ
が０件となった日（ただし、「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務以外の業務が行われてい
る場合を除く）
③「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務にてＡＷＢ予備情報の削除が行われて配下のＡ
ＷＢ予備情報が０件となった日（ただし「ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ）」業務以外の業務
が行われている場合を除く）

1日

航空保税運送 「保税運送申告（一般）（ＯＬＴ）」業務
等で登録されたデータ

①「搬入確認登録（システム対象内保税運送）（ＢＩＮ）」業務を行った日
②「一括搬入確認登録（ＢＩＬ）」業務を行った日
③「システム外保税運送到着確認（ＣＡＴ）」業務を行った日
④システム外向保税運送（包括保税運送承認に係る個別運送または特定保税運送）貨
物について、運送期間終了年月日の２１日後
⑤「保税運送申告審査終了（ＣＥＴ）」業務による全件不承認または「保税運送申告（承
認）変更（ＣＯＴ）」業務による全件取消しを行った日
⑥「保税運送申告（承認）変更（ＣＯＴ）」業務を行った日（変更直前の申告番号に対する
ＤＢを対象とする）

1日

対象ＡＷＢがすべてＵＬＤ収容の他空港向一括保税運送貨物である「保税運送申告（一
括）（ＧＯＬ）」業務を行った日

3日

5 機用品在庫 「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業
務等で登録されたデータ

「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業務または「機用品搬出確認登録（ＣＯＡ）」業務にて現
在総個数が０個となった日

120日

6 機用品在庫明細 「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業
務等で登録されたデータ

「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業務または「機用品搬出確認登録（ＣＯＡ）」業務にて現
在個数が０個となった日

3日

7 機用品搬出確認 「機用品搬出確認登録（ＣＯＡ）」業
務で登録されたデータ

「機用品搭載確認登録（ＰＡＬ）」業務を行った日 3日

8 請求書 「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」業
務等で登録されたデータ

「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」業務等にて請求書を出力した日 1日

9 取扱管理 「貨物取扱登録（改装・仕分）（ＣＨ
Ｓ）」業務で登録されたデータ

①「貨物取扱登録（改装・仕分）（ＣＨＳ）」業務にて取消しを行った日
②「貨物取扱確認登録（改装・仕分）（ＣＦＳ）」業務にて全件確認を行った日

1日

2

3

4
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機用品蔵入承認 「機用品蔵入等承認申請事項登録
（ＣＴＡ）」業務等で登録されたデータ

①「機用品蔵入等承認申請変更事項登録（ＣＴＡ０１）」業務を行った日（変更直前の申請
番号に対するＤＢを対象とする）
②「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務にて輸入申告等撤回の旨が登録さ
れた日
③「機用品在庫管理情報登録（蔵入承認単位）（ＣＩＡ）」業務を行った日

4日

「機用品蔵入等承認申請事項登録（ＣＴＡ）」業務を行った日 *10日

11 ＨＡＷＢ貨物本申告管理 「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」
業務等で登録されたデータ

①貨物到着前輸入申告扱いの予備申告または到着即時輸入申告扱いの予備申告が
行われたＨＡＷＢについて、「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務を行った日
②「ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ）」業務が行われたＨＡＷＢについて、貨物到着前輸
入申告扱いの予備申告または到着即時輸入申告扱いの予備申告を行った日

4日

12 航空貨物取扱許可申請 「貨物取扱許可申請（ＡＨＤ）」業務
等で登録されたデータ

①「貨物取扱許可申請（ＡＨＤ）」業務を行った場合で、「簡易審査扱い」に選定した日
②「貨物取扱許可申請取消（ＡＨＨ）」業務を行った日
③「貨物取扱許可申請審査終了（ＡＨＥ）」業務を行った日

*3日

13 航空見本持出許可申請 「見本持出許可申請（ＭＭＡ）」業務
等で登録されたデータ

①「見本持出許可申請（ＭＭＡ）」業務を行った場合で、「簡易審査扱い」に選定した場
合、持出期間終了年月日
②「見本持出許可申請取消（ＭＭＣ）」業務を行った日
③「見本持出許可申請審査終了（ＭＭＥ）」業務を行った場合、持出期間終了年月日
④｢見本持出確認登録（ＭＭＯ）｣業務により、一時持出の登録を行った日
⑤｢見本持出確認登録（ＭＭＯ）｣業務により、一時持出の取消しを行った場合、持出期
間終了年月日

*2日

航空他所蔵置許可申請 「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務等
で登録されたデータ

①「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務を行った場合で、「許可」に選
定した場合、他所蔵置期間終了年月日
②「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務を行った場合で、「期間延長
の承認」を選定した場合、延長申請期間終了年月日

※なお、「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務により訂正されている航空他所蔵置許可申
請ＤＢに削除可能記号を設定した場合は、それまでに訂正してきたすべてのＤＢ（訂正
前）に設定する

7日

「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務を行った場合で、「許可しない
旨」、「申請撤回」または「取消」に選定した日

2日

15 航空輸入貨物搬出入
データ

航空輸入貨物搬出入データとして
登録されたデータ

①「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務等により、貨物が突合した日（ただし、仮陸揚貨
物及び機移し貨物を除く）
②「搬入確認登録（システム対象内保税運送）（ＢＩＮ）」業務等により、貨物を搬入した日
③貨物が輸入許可、ＢＰ承認及び併せ運送なしの蔵入承認、移入承認、総保入承認、
展示等許可となった日
④「搬出確認登録（一般）（ＯＵＴ）」業務等により、搬出または搬出を取消しを行った日
⑤ＭＡＷＢについて、「混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ）」業務により、終了入力を行った
日
⑥「貨物取扱確認登録（改装・仕分）（ＣＦＳ）」業務により、確認を行った日
⑦「輸入貨物情報変更登録（ＣＡＩ）」業務により、個数または重量訂正を行った日

1日

16 機用品包括承認データ 「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡ
Ｋ）」業務で登録されたデータ

「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ）」業務にて、外貨機用品積込承認（包括・他社管
理）または外貨機用品積込承認（包括・自社管理）の旨が登録された日

1日

17 機用品関連情報データ 「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業
務で登録されたデータ

「機用品関連情報登録（ＣＲＳ）」業務を行った日 1日

18 機用品在庫登録データ 「機用品在庫管理情報登録（蔵入等
承認単位）（ＣＩＡ）」業務等で登録さ
れたデータ

「機用品在庫管理情報登録（蔵入等承認単位）（ＣＩＡ）」業務または「機用品在庫管理情
報登録（品名単位）（ＣＩＢ）」業務を行った日

1日

19 機用品搬出戻入データ 「機用品搬出確認登録（ＣＯＡ）」業
務等で登録されたデータ

「機用品搬出確認登録（ＣＯＡ）」業務または「機用品戻し入れ情報登録（ＣＲＥ）」業務を
行った日

1日

10

14

3/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

航空輸出貨物ＤＢ ｢輸出貨物情報登録(CDＢ)｣業務等
で登録されたデータ

搬入履歴のない貨物で以下の業務を行った日
①「混載仕立情報等録（ＨＤＦ）」業務等により登録された日
②「ＡＷＢ情報登録（ＡＢＳ）」業務等により登録された日
③「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ）」業務等により登録された搬入予定日。ただし、システム
による輸出申告等の旨が登録されている場合は設定しない
④システムによる輸出申告等の旨が登録された貨物に対して、申告撤回、申告手作業
移行、特定輸出許可取消、申告官署変更を行った場合、「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ）」
業務等により登録された搬入予定日と申告撤回等を行った日を比較し、より未来日とな
る日
⑤「搭載便割当情報登録（ＦＬＩ）」業務が行われた日
⑥「輸出申告（ＥＤＣ）」業務にて搬入時申告の旨の登録にて貨物情報が新規登録され
た日
⑦「他所蔵置許可申請（ＴＺＣ）」業務にて貨物情報が新規登録された日（他所蔵置許可
期間終了日を起算日とする）
⑧「輸入貨物情報変更登録（ＣＡＩ）」業務にて無効の旨が登録された日

*3日

次のいずれかに該当する日
①蔵置履歴のある貨物でシステム管理保税蔵置場に蔵置貨物がなく、下記以外の登録
がされた日
・システム内運送中でない
・「搭載便割当情報登録（ＡＷＢ単位）（ＦＬＩ）」業務等が行われ、未搭載の情報が存在す
る
②「許可・承認等情報登録（輸出保税）（ＰＡＨ）」業務により、手作業移行登録を行った日

14日

蔵置履歴のある貨物でシステム管理保税蔵置場に蔵置貨物がなく、下記の登録がされ
た日
・システム内運送中でない
・「搭載便割当情報登録（ＦＬＩ）」業務等が行われ、未搭載の情報が存在する

14日

以下の業務にて対象航空輸出貨物を無効とした日
①「混載仕立情報等録（ＨＤＦ）」業務にて取消した日
②「ＡＷＢ情報取消（輸出）（ＡＢＣ）」業務にて取消した日
③「搭載便割当情報訂正（ＦＬＦ）」業務にて取消した日
④「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＺ）」業務にて取消した日

1日

「輸出貨物情報削除（ＰＥＸ）」業務にて貨物情報の削除を行った日 1日

｢搭載便割当情報登録(ＦＬＩ)｣業務等
で登録されたデータ

「搭載便割当情報登録（ＦＬＩ）」業務等を行った日 *3日

「搭載完了終了登録（ＣＬＥ）　」業務で＂フライトサマリ＂を出力した日 *3日

「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務等を行った日 99日

次のいずれかに該当する日
①「搭載便割当情報訂正（ＦＬＦ）」業務における全貨物の便割当の取消しを行った日
②「搭載完了終了登録（ＣＬＥ）　」業務等において１件も便割当貨物が存在しないで処理
を行った日

1日

22 ＵＬＤＤＢ ｢積付結果登録(ＵＬＡ)｣業務等で登
録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務等で当該ＵＬＤ収容貨物を全て搭載完了した
日
②「搬出確認登録（ＵＬＤ単位）（ＥＸＣ）」業務でシステム外向けに全て搬出した日

3日

「積付結果取消（ＵＬＣ）」業務にて全ての貨物を取消した日 1日

23 航空貨物取扱ＤＢ ｢輸出貨物取扱登録(ＡＨＳ)｣業務等
で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「輸出貨物取扱確認登録（ＣＣＨ）」業務等を行った日
②「輸出貨物取扱取消（ＡＨＣ）」業務にて取消しを行った日
③「輸出貨物取扱登録（仕分け）（ＡＨＳ）」業務にて期間延長を行った日（旧情報に対し
て設定）
④「輸出貨物取扱登録（仕合せ）（ＡＨＴ）」業務にて期間延長を行った日（旧情報に対し
て設定）

1日

24 AWB受渡書情報ＤＢ 「ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ）」業務で
登録されたデータ

「ＡＷＢ受渡書作成（ＡＤＰ）」業務を行った日 1日

20

輸出便ＤＢ21

4/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

ＬＤＲ・搬入伝票ＤＢ ｢輸出貨物情報登録(CDＢ)｣業務等
で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「一括搬入確認登録（ＢＩＬ）」業務等により搬入した日
②「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等によりシステム外に貨物を搬出
した日
③「搬出確認取消（ＥＸＣ）」業務で全量搬出取消を行った日
④「航空会社向貨物引渡し登録（ＲＶＡ）」業務等を行った日

1日

①「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ）」業務等により登録された搬入予定日。ただし、システム
による輸出申告等の旨が登録された貨物を含む場合は設定しない。
②システムによる輸出申告等の旨が登録された貨物に対して、申告撤回、申告手作業
移行、特定輸出許可取消、申告官署変更を行った場合、「輸出貨物情報登録（ＣＤＢ）」
業務等により登録された搬入予定日と申告撤回等を行った日を比較し、より未来日とな
る日。

*5日

搭載完了便ＤＢ 「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）　」
業務等で登録されたデータ

「搭載完了終了登録（ＣＬＥ）　」業務等で＂フライトサマリ＂を出力した日 *3日

「搭載便割当情報訂正（ＦＬＦ）」業務における取消しまたは「搭載完了登録（便単位）（Ｃ
ＬＡ）」業務等を行った日

99日

27 搭載完了ＭＡＷＢ一覧Ｄ
Ｂ

「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）　」
業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）　」業務を行った日
②「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等で貨物の全量をシステム外搬
出した日

6日

未処理ＨＡＷＢが残存している場合で、かつ次のいずれかに該当する日
①「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）　」業務を行った日
②「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等で貨物の全量をシステム外搬
出した日

30日

「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等で貨物全量をシステム外搬出後、
「搬出確認取消（ＥＸＣ）」業務により当該搬出の取消しを行った日

1日

搭載完了ＨＡＷＢ一覧Ｄ
Ｂ

「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）　」
業務等で登録されたデータ

「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務を行った日（未処理個別部が残存している場合） 3日

「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務を行った日（未処理個別部が残存していない場
合）

1日

マニフェストＤＢ 「マニフェスト情報登録（便単位）（Ｍ
ＦＦ）」業務で登録されたデータ

「マニフェスト情報登録（便単位）（ＭＦＦ）」業務を行った日 2日

「マニフェスト情報変更（ＭＦＣ）」業務でマニフェスト番号単位の全ての情報の取消しを
行った日

1日

30 航空貨物内容点検管理
ＤＢ

「輸出貨物取扱登録Ａ（内容点検）
（ＡＨＮ）」業務で登録されたデータ

「輸出貨物取扱登録Ａ（内容点検）（ＡＨＮ）」業務が行われた日 1日

フライトＤＢ 「フライトスケジュール登録（ＦＳＡ）」
業務等で登録されたデータ

「フライトスケジュール登録（ＦＳＡ）」業務等で日別フライトの登録を行った日 2日

「フライトスケジュール変更登録（ＦＳＢ）」業務で取消しを行った日 1日

32 航空輸出貨物搬出入
データＤＢ

航空輸出貨物搬出入データとして
登録されたデータ

①「一括搬入確認登録（ＢＩＬ）」業務等により、貨物を搬入した日
②「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）」業務等により、貨物が突合した日（仮陸揚貨物及び機
移し貨物）
③貨物が輸出許可等となった日
④貨物が輸出許可後に変更を行った日
⑤「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等により、搬出または搬出を取消
しを行った日
⑥「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務により、搭載確認を行った日
⑦「輸出貨物取扱確認登録（ＣＣＨ）」業務により、確認を行った日
⑧「搬入情報訂正（ＡＩＢ）」業務により、個数または重量訂正を行った日

1日

33 航空輸出入貨物取扱等
一覧データＤＢ

航空輸出貨物取扱等一覧データと
して登録されたデータ

①「貨物取扱登録（内容点検）（ＣＨＮ）」業務等により、内容点検、その他の手入れ及び
特殊貨物取扱を行った日
②「貨物取扱許可申請（ＡＨＤ）」業務等により、取扱許可となった日
③「見本持出許可申請（ＭＭＡ）」業務等により、見本持出許可となった日
④「見本持出確認登録（ＭＭＯ）」業務が行われた場合

1日

29

25

26

31

28

5/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

34 航空事前情報ＤＢ ｢積荷目録事前報告（ＡＤＭ０１）｣業
務等で登録されたデータ

①「積荷目録事前報告（ＡＤＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録を行った
日
②「積荷目録事前報告（ハウス）（ＨＤＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録
を行った日
③「積荷目録事前報告訂正（ＣＡＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録また
は訂正を行った日
④「積荷目録事前報告訂正（ハウス）（ＣＡＨ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の
訂正を行った日

3日

①「積荷目録事前報告訂正（ＣＡＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の取消を
行った日
②「積荷目録事前報告訂正（ハウス）（ＣＡＨ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の
取消を行った日

1日

35 航空事前便情報ＤＢ ｢積荷目録事前報告（ＡＤＭ０１）｣業
務等で登録されたデータ

①「積荷目録事前報告（ＡＤＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録を行った
日
②「積荷目録事前報告（ハウス）（ＨＤＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録
を行った日
③「積荷目録事前報告訂正（ＣＡＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の登録また
は訂正を行った日
④「積荷目録事前報告訂正（ハウス）（ＣＡＨ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の
訂正を行った日

6日

「積荷目録事前報告訂正（ＣＡＭ０１）」業務により積荷目録事前報告情報の取消が行わ
れ、積荷目録事前報告情報が０件となった日

1日

36 航空事前報告件数デー
タＤＢ

航空事前報告件数データとして登
録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①積荷目録事前報告を行った日
②積荷目録事前報告情報に対して、各種事務手続きを行った日

1日

37 貨物情報ＤＢ ｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

コンテナオペレーション会社が「９９９９９」以外で、「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務を行った
場合、入港年月日

*14日

①バラ貨物で輸入許可（ＢＰ承認含む）または蔵入（蔵入承認後の貨物管理を行う旨が
登録された蔵置場への蔵入承認を除く）・移入・総保入・展示等承認（併せ運送なし）さ
れた日
②ＣＹ扱いでない貨物で輸入許可（ＢＰ承認含む）を行った日
③バラ貨物で「許可･承認等情報登録(監視)（ＰＡＫ０３）」業務で別送品輸入許可(ＵＢＩ）
を行った日
④輸入貨物の場合、コンテナ通関（輸入許可）後にＣＹから搬出した日
⑤「ＣＹ搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務不要地域において、コンテナ詰め貨物で輸入許可さ
れた日（蔵入等併せを除く）

*14日

次のいずれかに該当する日
①「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務及び「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務で
仕分親となった日
②「貨物取扱登録（仕合せ）」業務で仕合親となった日
③「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務により、亡失届を受理した日
④輸入貨物の場合で｢積戻貨物情報登録(ＲＣＲ)｣業務を行った日
⑤混載親貨物の場合で、混載親の搬入等により、全混載子の混載確認を行った日
⑥システム不参加にて滅却承認、現場収容、税関内収容、その他の搬出承認を行った
日

*6日

次のいずれかに該当する日
①「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務または「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」業務を
行った日
②「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務後に「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０
３）」業務を行った日
③「システム外搬入確認（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務を行った日
④ 「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務を行った日（混載親と子の関連付けが
されていない混載子）

20日

6/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

次のいずれかに該当する日
①「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日
②「搬出確認登録(貨物引取り)（ＢＯＢ）」業務を行った日
③蔵入等併せ運送貨物（蔵入承認後の貨物管理を行う旨が登録された蔵置場への蔵
入承認を除く）に対して、「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認（ＣＡＳ）」業務、「蔵入
等貨物搬入確認（ＢＡＳ）」業務または「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務を
行った日
④「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務で個数「０（ゼロ）」を入力した貨物に対し
て「事故確認登録（ＤＭＣ）」業務を行った日（但し、予備申告されている場合は除く）
⑤「CY搬出確認登録（CYO)」業務により輸出未通関貨物を搬出した日

*2日

｢輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）｣業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）｣業務を行った場合、搬入予定日（搬入先が複数の場合
は、搬入予定日が一番未来日のもの）
②システム参加保税地域等以外で「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務に
より、「輸出取止再輸入許可」、「輸出等申告撤回」、「輸出等申告手作業移行」等を行っ
た日
③「輸出申告（ＥＤＣ）」業務により搬入時申告（申告条件：Ｉ）または開庁時搬入前申告の
登録（申告条件：Ｙ）の登録がされた場合は、「輸出申告（ＥＤＣ）」業務を行った日

*14日

「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務
で登録されたデータ

「簡易貨物情報登録（ＳＣＲ）」業務を行った日 *10日

｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①コンテナオペレーション会社が「９９９９９」で、「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務が行われ
た日
②輸出貨物（バラ貨物）または積戻し貨物（バラ貨物・コンテナ詰貨物）の場合で、輸出
（積戻し含む）許可後、システム参加保税地域等より搬出が行われた日
③輸出貨物（バラ貨物）または積戻し貨物（バラ貨物・コンテナ詰貨物）の場合で、システ
ム参加保税地域等以外で輸出許可となった日
④輸出貨物（コンテナ詰貨物）の場合で、輸出許可となった日

60日

「他所蔵置許可申請（ＴＹＣ）」業務で
作成されたデータ

「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＹ）」業務にて登録された他所蔵置期間
終了年月日または延長申請期間終了年月日

7日

次のいずれかに該当する日
①貨物の手作業移行を行った日
②「積荷目録情報訂正（提出前）（ＣＭＦ０１）」業務、「積荷目録情報訂正（提出後）（ＣＭ
Ｆ０２）」業務で削除した日
※訂正保留となった場合は「訂正保留解除（ＣＡＲ）」業務を行った日
③ 「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務で削除した日（混載子）
④「貨物取扱取消（ＳＨＣ）」業務で削除した日（仕分・仕合子）
⑤「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務で削除した日（仕分子）
⑥「システム外搬入確認（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務で削除した日
⑦「積戻貨物情報登録（ＲＣＲ）」業務で削除した日（輸出貨物）
⑧｢輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）｣業務で削除した日
⑨ 「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務で関連付く混載子をすべて削除した日
（混載親）
⑩「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０２）」業務業務で混載子の関連をすべて取消した
日（混載親）
⑪「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務、「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡ
Ｉ）」業務で予備申告作成貨物を削除した日
⑫｢貨物情報切替確認登録（ＣＨＨ）｣業務を行った日
⑬「他所蔵置許可（期間延長）申請審査終了（ＣＥＹ）」業務で「他所蔵置許可申請（ＴＹ
Ｃ）」業務により作成された貨物を削除した日

1日

38 コンテナ情報ＤＢ ｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務または「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」業務を
行った日
②「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務後に「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０
３）」業務を行った日
③「システム外搬入確認（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務を行った日

20日

7/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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次のいずれかに該当する日
①「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日
②保税運送等により搬出後、「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務により到着確
認された日。なお、到着地にシステム不参加保税地域が設定された場合は、「ＣＹ搬出
確認登録（ＣＹＯ）」業務により、搬出した日
③コンテナオペレーション会社が「９９９９９」の空コンテナで、卸コンテナリスト提出を行っ
た場合、入港年月日
④コンテナオペレーション会社が「９９９９９」以外の空コンテナで、船卸しされ、かつ卸コ
ンテナリスト提出された日
⑤「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務で全ての貨物情報とリンクを外した日
⑥「ＣＹ搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務により、詰まれている貨物の全てが輸入許可済、ま
たは輸出未通関であるコンテナを搬出した日
⑦「ＣＹ搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務により、バンニング情報が登録されていない輸出実
入りコンテナ、または輸出入空コンテナを搬出した日
⑧ＣＹ扱いのバースから｢保税運送申告（ＯＬＣ）｣業務、「保税運送申告（事項登録あり）
（ＯＬＣ２０）」業務または「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務（保税運送承認）を
行った日
⑨「ＣＹ搬入情報訂正（ＣＹＣ）」業務により、空コンテナまたは貨物と関連付けられていな
い輸出実入りコンテナの搬入の取消しを行った日
⑩「システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）(ＣＹＥ)」業務で空コンテナを搬入した日
⑪空コンテナで「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務の船積処理を行った日
⑫「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で以下の登録を行い、全ての貨物がデ
バンニング状態となった日
・亡失届受理
・滅却承認
・現場収容
・税関内収容
・その他の搬出承認
・貨物手作業移行

*2日

次のいずれかに該当する日
①輸入コンテナで「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務を行った場合、入港年月日
②コンテナオペレーション会社が「９９９９９」以外の仮陸揚空コンテナで「積荷目録提出
（ＤＭＦ）」業務を行った場合、入港年月日
③実入コンテナで「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務の船積処理を行った日

*14日

次のいずれかに該当する日
①「船卸確認登録（一括）（ＰＫＩ）」業務等により空コンテナを船卸した日
②「ＣＹ搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務で検査による搬出を行った日

*6日

次のいずれかに該当する日
①「船卸確認登録（一括）（ＰＫＩ）」業務等により仮陸揚空コンテナを船卸した場合、仮陸
揚期間終了日（船卸開始年月日＋仮陸揚期間）
②コンテナオペレーション会社が「９９９９９」の仮陸揚空コンテナで「積荷目録提出（ＤＭ
Ｆ）」業務を行った場合、入港年月日

*2日

｢バンニング情報登録（コンテナ単
位）（ＶＡＮ）｣業務等で登録された
データ

次のいずれかに該当する日
①輸出コンテナで「CY搬入確認登録（ＣＹＡ）」業務、「バンニング情報登録（コンテナ単
位）（ＶＡＮ）」業務、「バンニング情報登録（輸出管理番号単位）（ＶＡＥ）」業務等を行った
日
②「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務の積コンテナ提出処理によりコンテナ情報を作成した日
③コンテナオペレーション会社が「９９９９９」の仮陸揚コンテナで、「積荷目録提出（ＤＭ
Ｆ）」業務が行われた日

60日

｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

「船卸確認登録（個別）（ＰＫＫ）」業務、「船卸確認登録（一括）（ＰＫＩ）」業務によりバース
に船卸した日

*2日

次のいずれかに該当する日
①「CY搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務不要地域で卸コンテナリスト提出が行われた日
②「CY搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務不要地域で卸コンテナリスト提出済の実入コンテナ
に対して「船卸確認登録（ＰＫＩ）」業務等によりコンテナを蔵置した日
③輸入コンテナで「CY搬出確認登録（ＣＹＯ）」業務不要地域において「CY搬入確認登録
（ＣＹＡ）」業務が行われた日

30日

8/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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次のいずれかに該当する日
①「積荷目録情報訂正（提出前）（ＣＭＦ０１）」業務、「積荷目録情報訂正（提出後）（ＣＭ
Ｆ０２）」業務により、全ての貨物情報とリンクを外した日
②「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務によりバースで作成されたコンテナ情報で、「船積情報
訂正（ＣＬＤ）」業務により「積コンテナ情報の取消し」または「積コンテナ・船積情報の取
消し」を行った日
③システム外搬入確認（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務で削除した日

１日

39 保税運送申告ＤＢ ｢保税運送申告（ＯＬＣ）｣業務等で登
録されたデータ

次のいずれかに該当する日
（１）保税運送申告の場合
①到着地がシステム参加の保税運送
 ｢搬入確認登録(保税運送貨物)（ＢＩＡ）｣業務、「ＣＹ搬入確認登録（ＣＹＡ）」業務により保
税運送に係るすべての貨物が全量搬入された日
②到着地がシステム不参加の保税運送
 ｢システム外保税運送到着確認（ＳＡＴ）｣業務により保税運送に係るすべての貨物が到
着確認された日
③｢保税運送申告（ＯＬＣ）｣業務の訂正・取消により、自動起動の旨を取り消した日
④｢保税運送申告(承認)変更（ＳＯＴ）｣を行った日（旧テーブル(変更直前の申告番号)に
対して設定）
⑤「積荷目録情報登録（ＭＦＲ、ＭＦＡ）」業務、「積荷目録情報訂正（ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０
２、ＣＭＦ０３）」業務、「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１、ＮＶＣ０２）」業務により、自
動起動の旨を取り消した日
⑥保税運送申告手作業移行された日
⑦「保税運送申告審査終了（ＳＥＴ)」業務で申告の取消しを承認した日

（２）包括保税運送承認に係る個別運送情報登録または特定保税運送の場合
①｢保税運送申告(承認)変更（ＳＯＴ）｣を行った日（旧テーブル(変更直前の申告番号)に
対しての設定も含む）
②｢保税運送申告（ＯＬＣ）｣を行い、自動起動の旨を取り消した日
③「積荷目録情報登録（ＭＦＲ、ＭＦＡ）」業務、「積荷目録情報訂正（ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０
２、ＣＭＦ０３）」業務により、自動起動の旨を取り消した日

*2日

｢保税運送申告事項登録（ＯＬＡ）｣業
務で登録されたデータ

｢保税運送申告事項登録（ＯＬＡ）｣業務を行った日 *10日

｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①搬入時または開庁時保税運送申告の登録を行った日
②「積荷目録情報登録（ＭＦＲ、ＭＦＡ、ＭＦＩ）」業務、「積荷目録情報訂正（ＣＭＦ０１、ＣＭ
Ｆ０２、ＣＭＦ０３）」業務、「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１、ＮＶＣ０２）」業務により、
搬入時（船卸時）保税運送申告自動起動の登録がされた日

22日

40 見本持出ＤＢ 「見本持出許可申請（ＭＨＡ）」業務
等で登録されたデータ

①｢見本持出取消（ＭＨＣ）｣業務を行った日
②｢見本持出確認登録（ＭＨＯ）｣業務により、一時持出の登録を行った日

*2日

①｢見本持出許可申請（ＭＨＡ）｣業務を行った場合で、「簡易審査扱い」に選定した場
合、持出期間終了年月日
②「見本持出許可申請審査終了（ＭＨＥ）」業務を行った場合、持出期間終了年月日
③｢見本持出確認登録（ＭＨＯ）｣業務により、一時持出の取消しを行った場合、持出期
間終了年月日

*7日

41 フリータイムＤＢ ｢フリータイム情報登録（ＦＴＲ）｣業務
で登録されたデータ

｢フリータイム情報登録（ＦＴＲ）｣業務を行った日 21日

42 船積情報状況ＤＢ 「ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣ
Ｌ０１）」業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）」業務及び「ＡＣＬ情報登録（在来船・自動
車船用）（ＡＣＬ０２）」業務を行った場合で、入力した輸出管理番号に出港予定年月日が
登録されている場合、出港予定年月日
②「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務が行われた日

*2日

「ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣＬ０１）」業務及び「ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車
船用）（ＡＣＬ０２）」業務を行った場合で、入力した輸出管理番号に出港予定年月日が登
録されていない場合、業務が行われた日

*7日

9/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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43 船積確認情報ＤＢ 「ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）（ＡＣ
Ｌ０１）」業務等で登録されたデータ

船積情報状況ＤＢと同じタイミングで削除される -

44 船積管理ＤＢ 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で登録
されたデータ

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務及び「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務で、有効なコンテナまた
は貨物の件数が０件となった日

*4日

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務及び「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務で、有効なコンテナまた
は貨物の登録を行った日

*20日

「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日 *3日

45 船積明細ＤＢ 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務等で登
録されたデータ

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で積コンテナ情報登録及び積コンテナ情報追加を行った
日

*4日

次のいずれかに該当する日
①「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で積コンテナ情報削除を行った日
②「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務及び「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務で処理をした結果、エ
ラーとなった場合、業務が行われた日

1日

船積管理ＤＢと同じタイミングで削除される -

46 船積入力ＤＢ 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務等で登
録されたデータ

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務及び「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務を行った日 1日

船積管理ＤＢと同じタイミングで削除される -

47 積コンテナＤＢ 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で登録
されたデータ

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」及び「積
コンテナ情報削除」を行った日

*4日

「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務で「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、
「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提
出」、「積コンテナ情報提出」を行った日

*7日

48 積荷目録管理ＤＢ ｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

｢船卸確認登録(一括)（ＰＫＩ）｣業務を行ってすべての貨物およびコンテナを船卸した日 1日

「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務、「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」業務または「積
荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務を行った日

20日

「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務を行った場合、入港年月日 *14日

「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務または「積荷目録情報訂
正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務で、すべての貨物およびコンテナが削除さ
れた日

1日

49 海上貨物取扱ＤＢ 「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨ
Ｓ）」業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢貨物取扱登録(内容点検）（ＳＨＮ）｣業務、「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業
務及び「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務を行った日
②「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務を行った日
③「貨物取扱取消（ＳＨＣ）」業務を行った日
④「貨物取扱許可申請（ＣＨＤ）」業務により、簡易審査扱いに選定された場合、または
「貨物取扱許可申請審査終了（ＣＨＥ）」業務を行った日

*3日

50 海上貨物情報訂正ＤＢ 「積荷目録情報訂正（積荷目録提出
業務後）（ＣＭＦ０２）」業務等で登録
されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務を行った日
②積荷目録提出後の「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務を行った
日
③｢輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）｣業務を行った日
④｢輸出貨物情報訂正（ＢＩＦ）」業務を行った日

1日

10/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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51 卸コンテナ一覧ＤＢ 「卸コンテナ情報登録（事項登録）
（ＤＣＬ０１）」業務等で登録された
データ

次のいずれかに該当する日
①「卸コンテナ情報登録（提出）（ＤＣＬ０２）」業務において、到着即時の旨が登録され、
「到着確認登録（ＰＩＤ）」業務による提出がされた日
②「卸コンテナ情報登録（提出）（ＤＣＬ０２）」業務において、手動起動の旨が登録された
日
③「船卸確認登録（ＰＫＩ）」業務等による卸コンの併せによる提出がされた日

*7日

次のいずれかに該当する日
①「卸コンテナ情報登録（事項登録）（ＤＣＬ０１）」業務を行った日
②「卸コンテナ情報登録（ＤＣＬ０２）」業務において、到着即時の旨が登録された日

20日

「卸コンテナ情報訂正（ＤＣＸ）」業務により、すべてのコンテナが削除された日 1日

52 船卸ＤＢ 「船卸確認登録（ＰＫＫ、ＰＫＩ）」業務
で登録されたデータ

「船卸確認登録（ＰＫＫ、ＰＫＩ）」業務を行った日 1日

53 他所蔵置許可申請ＤＢ 「他所蔵置許可申請（ＴＹＣ）」業務で
登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「他所蔵置許可申請審査終了（ＣＥＹ）」業務を行った場合で、「許可」に選定した場
合、許可期間終了予定日
②「他所蔵置許可申請審査終了（ＣＥＹ）」業務を行った場合で、「期間延長の承認」を選
定した場合、延長期間終了日

※なお、「他所蔵置許可申請（ＴＹＣ）」業務により訂正されている他所蔵置許可申請ＤＢ
に削除可能記号を設定した場合は、それまでに訂正してきたすべてのＤＢ（訂正前）に
設定する

7日

「他所蔵置許可申請審査終了（ＣＥＹ）」業務を行った場合で、「許可しない旨」、「申請撤
回」または「取消」に選定した日

2日

54 Ｓ／Ｉ情報ＤＢ 「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩ
Ｒ）」業務で登録されたデータ

「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩＲ）」業務で新規登録または訂正を行った場合で、出
港予定年月日が登録された場合、登録された出港予定年月日

*7日

「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩＲ）」業務で新規登録または訂正を行った場合で、出
港予定年月日が登録されない場合、業務を行った日

*14日

「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務を行った日
※ＳＩＲ業務で出港予定年月日が登録されていない場合に設定する

*30日

「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩＲ）」業務で取消を行った日 1日

55 バンニング予定情報（コ
ンテナ単位）ＤＢ

「バンニング情報予定登録（コンテ
ナ単位）（ＶＡＰ）」業務で登録された
データ

「バンニング情報予定登録（コンテナ単位）（ＶＡＰ）」業務で新規登録または訂正を行った
日

*7日

次のいずれかに該当する日
①「バンニング情報予定登録（コンテナ単位）（ＶＡＰ）」業務で削除を行った日
②「バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）」業務を行った日

1日

56 バンニング予定情報（貨
物単位）ＤＢ

「バンニング情報予定登録（輸出管
理番号単位）（ＶＰＥ）」業務で登録さ
れたデータ

「バンニング情報予定登録（輸出管理番号単位）（ＶＰＥ）」業務で新規登録または訂正を
行った日

*7日

次のいずれかに該当する日
①「バンニング情報予定登録（輸出管理番号単位）（ＶＰＥ）」業務で削除を行った日
②「バンニング情報登録（輸出管理番号単位）（ＶＡＥ）」業務を行った日

1日

57 仮コンテナ番号払出ＤＢ 「バンニング情報予定登録（コンテ
ナ単位）（ＶＡＰ）」業務等で登録され
たデータ

次のいずれかに該当する日
①「バンニング情報予定登録（コンテナ単位）（ＶＡＰ）」業務で新規登録を行った日
②「バンニング情報予定登録（輸出管理番号単位）（ＶＰＥ）」業務で新規登録または訂正
を行った日

365日

58 システム外ＣＹ搬入一覧 「システム外ＣＹ搬入確認（一括搬
入）（ＣＹＥ）」業務で登録されたデー
タ

「システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）（ＣＹＥ）」業務を行った日 1日

59 包括保税運送ＤＢ 「包括保税運送申告（ＴＤＣ）」業務で
登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「包括保税運送申告（ＴＤＣ）」業務または「包括保税運送申告審査終了（ＣＥＨ）」業務
により承認された場合、包括保税運送承認期間の最終日
②「包括保税運送申告審査終了（ＣＥＨ）」業務により、取消しまたは承認停止された日

7日

11/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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60 入港情報ＤＢ 「入港届（ＧＩＲ０１）」業務で登録され
たデータ

次のいずれかに該当する日
①「入港届（ＧＩＲ０１）」業務により登録または変更が行われた日
②「検疫済証発行（ＱＣＩ）」業務により発行または取消しが行われた日

8日

61 出港情報ＤＢ 「出港届（ＧＯＲ０１）」業務で登録さ
れたデータ

「出港届（ＧＯＲ０１）」業務により登録または変更が行われた日 8日

62 出港保留ＤＢ 「出港差止登録・解除（ＧＳＰ）」業務
で登録されたデータ

「出港差止登録・解除（ＧＳＰ）」業務により解除が行われた日 1日

63 乗組員・旅客情報ＤＢ 「乗組員氏名報告（ＮＬＲ０１）」業務
等で登録されたデータ

「乗組員氏名報告（ＮＬＲ０１）」業務等により登録または変更が行われた日 8日

64 検疫前通報ＤＢ 「検疫前通報（ＧＩＡ０１）」業務で登録
されたデータ

「検疫前通報（ＧＩＡ０１）」業務により登録または変更が行われた日 8日

65 乗員上陸許可申請ＤＢ 「乗員上陸許可申請（ＣＬＰ０１）」業
務で登録されたデータ

「乗員上陸許可申請（ＣＬＰ０１）」業務により登録または変更が行われた日 8日

66 資格届DB 「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務で登
録されたデータ

①「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務によりマニュアル交付となった日（業務実施日）
②「資格変更届審査終了（ＫＰＥ０１）」業務によりシステム交付となった日

365日

①「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務により取消が行われた日
②変更前の旧情報について、次に該当する日
　「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務により変更が行われた日

4日

【削除対象外となる条件】
「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務で届出を行った場合

-

67 資格届履歴ＤＢ 「資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務で登
録されたデータ

終年保存 －

68 交通許可申請DB 「指定地外／船陸／船舶間交通許
可申請（APA）」業務で登録された
データ

「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請審査終了（APZ）」業務により許可となった日 8日

①「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請（APA）」業務により申請取消が行われた日
②「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請審査終了（APZ）」業務により税関による取
消が行われた日
③変更前の旧情報について、次に該当する日
　「指定地外／船陸／船舶間交通許可申請（APA）」業務により申請変更が行われた日

1日

69 船舶ＤＢ ｢船舶基本情報登録（ＶＢＸ）｣業務等
で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢船舶基本情報登録（ＶＢＸ）｣業務等を行った日
②｢船舶基本情報訂正（ＶＢＹ）｣業務等を行った場合で、かつ訂正後に税関確認要とな
る日
③｢船舶情報確認登録（ＣＶＩ）｣を行った場合は、税関確認の有効期限となる日

なお、有効なとん税等一時納付情報が登録されている場合は、一時納付有効期限日ま
で保存される。

365日

｢船舶基本情報訂正（ＶＢＹ）｣業務等で削除を行った日 2日

70 船舶運航ＤＢ 「船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）」業
務等で登録されたデータ

船舶ＤＢと同じタイミングで削除される -

次のいずれかに該当する日
①｢船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）｣業務等で登録・訂正を行った日
②当該情報を使用した申請を行った日

63日

｢船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）｣業務等で削除を行った日 2日

71 乗組員ＤＢ 「乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）」業務
等で登録されたデータ

船舶ＤＢまたは船舶運航ＤＢと同じタイミングで削除される -

当該情報を使用した申請を行った日 63日

｢乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）｣業務等で削除を行った日 2日

次のいずれかに該当する日
①｢ＣＳＶアップロード（ＷＵＤ０１）｣業務で登録を行った日
②船舶基本情報等事前登録（ＷＢＸ６１）業務等で一時保存を行った日
③入出港業務のファイル読込画面でｚｉｐファイルのアップロードを行った日

10日

12/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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入出港業務で新規作成された日（一時保存されていない状態） 2日

72 旅客ＤＢ 「旅客情報登録（ＶＴＸ０３）」業務等
で登録されたデータ

船舶ＤＢまたは船舶運航ＤＢと同じタイミングで削除される -

当該情報を使用した申請を行った日 63日

｢旅客情報登録（ＶＴＸ０３）｣業務等で削除を行った日 2日

次のいずれかに該当する日
①｢ＣＳＶアップロード（ＷＵＤ０１）｣業務で登録を行った日
②船舶基本情報等事前登録（ＷＢＸ６１）業務等で一時保存を行った日
③入出港業務のファイル読込画面でｚｉｐファイルのアップロードを行った日

10日

入出港業務で新規作成された日（一時保存されていない状態） 2日

73 船用品ＤＢ 「船用品情報登録（ＶＴＸ０４）」業務
等で登録されたデータ

船舶ＤＢまたは船舶運航ＤＢと同じタイミングで削除される -

｢船用品情報登録（ＶＴＸ０４）｣業務等で削除を行った日 2日

74 入港前統一申請ＤＢ

以下の情報を含む
・乗組員氏名表情報
・旅客氏名表情報

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等で
登録されたデータ

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

75 入港届ＤＢ

以下の情報を含む
・船用品目録情報

「入港届等（ＶＩＸ)」業務等で登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
①「入港届等（ＶＩＸ）」業務等を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定
②とん税等納付済みとなった日

63日

76 移動届ＤＢ 「移動届等（ＶＭＲ)」業務等で登録さ
れたデータ

「移動届（ＶＭＲ)」業務等を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

77 出港届ＤＢ

以下の情報を含む
・乗組員氏名表情報
・旅客氏名表情報

「出港届等（ＶＯＸ）」業務等で登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
①提出先に税関が含まれない場合は、「出港届等（ＶＯＸ)」業務等を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定
②提出先に税関が含まれる場合は、税関に対して出港許可（転錨届受理）となった日
③税関に対する出港許可（転錨届受理）後の訂正の場合は、上記①と同様

63日

78 不開港出入許可申請Ｄ
Ｂ

「不開港出入許可申請（ＣＰＣ）」業
務で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「不開港出入許可申請審査終了（ＣＰＺ）」業務を行った場合で、かつ現金または印紙
等による納付を確認し、不開港出入許可となった日
②「不開港出入許可申請審査終了（ＣＰＺ）」業務を行った場合で、かつ手数料免除の旨
が入力された日
③「不開港出入許可申請審査終了（ＣＰＺ）」業務で取り消された日
④「不開港出入許可申請審査終了（ＣＰＺ）」業務で手作業移行された日
⑤「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
⑥「手数料強制消込（ＲＰＦ）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日

30日

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われた場合で、登録された支払期限日 *4日

79 出港差止ＤＢ 「出港差止登録（ＶＳＰ）」業務で登
録されたデータ

「出港差止解除（ＶＳＲ）」業務で出港差止解除を行った日（即時削除） -

80 船舶（内航船）ＤＢ ｢船舶基本情報等事前登録（ＷＢＸ５
１）｣業務で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢船舶基本情報等事前登録（ＷＢＸ５１）｣業務で登録・訂正行った日
②当該情報を使用した申請を行った日

365日

｢船舶基本情報等事前登録（ＷＢＸ５１）｣業務で削除を行った日 2日

81 入港前統一申請（内航
船）ＤＢ

「入港前統一申請（ＷＰＴ５１）」業務
で登録されたデータ

「入港前統一申請（ＷＰＴ５１）」業務を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

13/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

82 入港届等（内航船）ＤＢ 「入港届等（ＷＩＴ５１）」業務で登録さ
れたデータ

「入港届等（ＷＩＴ５１）」業務を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

83 移動届（内航船）ＤＢ 「移動届等（ＷＭＲ５１）」業務で登録
されたデータ

「移動届等（ＷＭＲ５１）」業務を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

84 出港届等（内航船）ＤＢ 「出港届等（ＷＯＴ５１）」業務で登録
されたデータ

「出港届等（ＷＯＴ５１）」業務を行った日
　・登録の場合は新規作成のレコードに設定
　・訂正の場合は訂正対象のレコードに再設定を行い、かつ新規作成のレコードに設定
　・取消の場合は取消対象のレコードに設定

63日

85 とん税等納付申告ＤＢ 「とん税等納付申告（ＴＰＣ)」業務で
登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①｢領収確認（ＲＣＣ）｣業務、「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務、「ＭＰＮ強制消込（ＭＰＦ）」業務
または「リアルタイム口座引落とし結果確認（ＲＢ1）」業務を行った日
②｢減額不納欠損登録（ＧＦＧ）｣業務を行った日
③｢許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０４）｣業務で、とん税等納付申告撤回を行った
日

1日

86 船会社受委託ＤＢ 「船会社受委託関係登録（ＶＣＡ)」業
務で登録されたデータ

「船会社受委託関係情報登録（ＶＣＡ）」業務で受委託関係情報の削除を行った日（即時
削除）

-

87 内国貨物運送申告ＤＢ 「内国貨物運送申告（ＤＣＣ)」業務等
で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①到着確認された場合に設定
②｢内国貨物運送申告（承認）変更(ＤＣＥ)｣業務で承認前の申告が取り消された日
③｢内国貨物運送申告（承認）変更(ＤＣＥ)｣業務で申告が訂正された日
　・訂正対象のレコードに設定
④｢許可・承認等情報登録(監視)(ＰＡＫ０３)｣業務で手作業移行された日
⑤「内国貨物運送申告審査終了（ＤＣＺ)」業務で申告の取消しを承認した日

2日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務で登録または「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で
訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録された場合、登録された出港予定年月日

*7日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務で登録または「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で
訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録されない場合、業務を行った日

*30日

「空コンテナピックアップ登録（ＰＵ
Ｒ）」業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ）」業務で登録または「空コンテナピックアップ変更
（ＰＵＨ）」業務で訂正を行った場合、登録された引取予定日
②「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務を行った場合、登録された引渡予定日
③「空コンテナ引渡情報登録（ＰＣＤ）」業務を行った日
④「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務または「バンニング・ＣＹ搬入情報登録（ＶＡH）」業務
を行った場合、ＣＹ搬入予定年月日
⑤「ブッキング・コンテナ番号変更（ＢＣＣ）」業務でブッキング番号の訂正またはコンテナ
番号の登録を行った場合、業務を行った日
⑥「ＣＹ搬入確認登録（ＣＹＡ）」業務を行った場合で、船会社コード及びブッキング番号が
入力された場合、業務を行った日

*17日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で取消しを行った日
②「空コンテナピックアップ変更（ＰＵＨ）」業務で取消しを行った場合で、ブッキング番号
に対して引渡済のコンテナ本数が０本の場合、業務を行った日（ただし、「ブッキング情
報登録（ＢＫＲ）」業務が行われている場合を除く）
③「ブッキング・コンテナ番号変更（ＢＣＣ）」業務でブッキング番号の訂正またはコンテナ
番号の取消しを行った場合で、ブッキング番号に対して引渡済のコンテナ本数が０本と
なった場合、業務を行った日（ただし、「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務または「空コン
テナピックアップ登録（ＰＵＲ)」業務が行われている場合を除く）
④「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務で取消しを行った場合で、ブッキング番号に対して引
渡済のコンテナ本数が０本となった場合、業務を行った日（ただし、「ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）」業務または「空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ)」業務が行われている場合を
除く）
⑤「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務で取消しを行った場合で、ブッキング番号
に対して有効なピックアップオーダーの数が０となった場合、業務を行った日（ただし、
ブッキング番号に対して引渡済のコンテナ本数が０本でない場合を除く）

1日

次のいずれかに該当する日
①「空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ）」業務で登録または「空コンテナピックアップ変更
（ＰＵＨ）」業務で訂正を行った場合、登録された引取予定日
②「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務を行った場合、引渡予定日

*14日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務
で登録されたデータ

88 ブッキング情報

89 空コンテナピックアップ 「空コンテナピックアップ登録（ＰＵ
Ｒ）」業務で登録されたデータ

14/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧
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「空コンテナ引渡情報登録（ＰＣＤ）」業務で登録または「空コンテナピックアップ回答（ＰＵ
Ａ）」業務でコンテナ本数の訂正を行った場合で、入力されたＰ／Ｕ番号に対して登録さ
れている引渡予定のコンテナ本数全件分引き渡しが完了した日

*3日

次のいずれかに該当する日
①「空コンテナピックアップ変更（ＰＵＨ）」業務で取消しを行った日
②「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で取消しを行った日
③「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務で取消しを行った日

1日

「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務を行った場合、引渡予定日 *14日

「空コンテナ引渡情報登録（ＰＣＤ）」業務で登録または「空コンテナピックアップ回答（ＰＵ
Ａ）」業務でコンテナ本数の訂正を行った場合で、ピックアップ先、引渡予定日、コンテナ
サイズコード及びコンテナタイプコードに対して登録されている引渡予定のコンテナ本数
全件分引き渡しが完了した日

*3日

「空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）」業務で訂正または取消しを行った場合で、訂正ま
たは取消し前のピックアップ先に対して引渡予定のコンテナ本数が０本となった日

1日

入力された船会社コード及びブッキング番号に対して、「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業
務等が行われている場合で、ブッキング情報に出港予定年月日が登録されている場
合、出港予定年月日

*7日

入力された船会社コード及びブッキング番号に対して、「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業
務等が行われている場合で、ブッキング情報に出港予定年月日が登録されていない場
合、「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務等が行われた日

*30日

入力された船会社コード及びブッキング番号に対して、「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業
務が行われていない場合、次のいずれかに該当する日
①「空コンテナ引渡情報登録（ＰＣＤ）」業務で登録を行った日
②「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務または「バンニング・ＣＹ搬入情報登録（ＶＡＨ）」業務
を行った場合、ＣＹ搬入予定年月日
③「ブッキング・コンテナ番号変更（ＢＣＣ）」業務でブッキング番号の訂正またはコンテナ
番号の登録を行った日
④「ＣＹ搬入確認登録（ＣＹＡ）」業務を行った場合で、船会社コード及びブッキング番号が
入力された場合、業務を行った日

*17日

次のいずれかに該当する日
①「空コンテナ引渡情報登録（ＰＣＤ）」業務で取消しを行った日
②「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務で取消しを行った場合で、「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹ
Ｈ）」業務または「バンニング・ＣＹ搬入情報登録（ＶＡＨ）」業務で作成されたブッキング・
コンテナ情報の場合、「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務で取消しを行った日
③「ブッキング・コンテナ番号変更（ＢＣＣ）」業務でブッキング番号の訂正またはコンテナ
番号の取消しを行った日
④「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で取消しを行った日

1日

①「輸入コンテナ引取予定情報通知（ＩＤ通知）（ＲＳＳ０１）」業務を行った場合、引取予定
年月日
②「輸入コンテナ引取予定確認情報通知（ＩＤ確認）（ＲＳＴ０１）」業務で引取可能年月日
が登録された場合で、ＩＤ通知枝番に対する全コンテナに対してＲＳＴ０１業務が実施され
ていない場合、ＲＳＳ０１業務で登録された引取予定年月日が引取可能年月日より過去
日の場合は、引取可能年月日
③「輸入コンテナ引取予定確認情報通知（ＩＤ確認）（ＲＳＴ０１）」業務で引取可能年月日
が登録されない場合で、ＩＤ通知枝番に対する全コンテナに対してＲＳＴ０１業務が実施さ
れていない場合、ＲＳＳ０１業務で登録された引取予定年月日がＲＳＴ０１業務を行った
日より過去日の場合は、ＲＳＴ０１業務を行った日

*7日

①「輸入コンテナ引取予定確認情報通知（ＩＤ確認）（ＲＳＴ０１）」業務で引取可能年月日
が登録された場合で、ＩＤ通知枝番に対する全コンテナに対してＲＳＴ０１業務が実施され
た場合、引取可能年月日
②「輸入コンテナ引取予定確認情報通知（ＩＤ確認）（ＲＳＴ０１）」業務で引取可能年月日
が登録されない場合で、ＩＤ通知枝番に対する全コンテナに対してＲＳＴ０１業務が実施さ
れた場合、ＲＳＳ０１業務で登録された引取予定年月日

*3日

【オーシャンＢ／Ｌ（マスターＢ／Ｌ除く）の場合】
「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務が未済のＢ／Ｌに対して業務を行った日
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

89 空コンテナピックアップ

91

93 出港前報告情報

92 コンテナ引取

90 空コンテナ引渡本数管
理

ブッキング・コンテナ情報

「空コンテナピックアップ登録（ＰＵ
Ｒ）」業務で登録されたデータ

「ＣＹ搬入情報登録（ＣＹＨ）」業務等
で登録されたデータ

「出港前報告（ＡＭＲ）」業務等で登
録されたデータ

「輸入コンテナ引取予定情報通知（Ｉ
Ｄ通知）（ＲＳＳ０１）」業務で登録され
たデータ

「空コンテナピックアップ回答（ＰＵ
Ａ）」業務で登録されたデータ

90日

15/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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【マスターＢ／Ｌの場合】
①「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務が未済のＢ／Ｌに対して業務を行った日
②以下の条件をすべて満たす場合、業務を行った日
・マスターＢ／Ｌに関連するハウスＢ／Ｌに対して業務を行った
・「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）」業務（マスターＢ／Ｌ変更）または「出港前報告訂
正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（マスターＢ／Ｌ変更または削除）で、業務を行ったハウ
スＢ／Ｌとの関連付けが解消されていない
・ＡＨＲ業務およびＣＨＲ業務以外の場合は、関連するハウスＢ／Ｌについて、ＡＴＤ業務
が未済である
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【ハウスＢ／Ｌの場合】
「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務が未済のＢ／Ｌに対して業務を行った日
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【オーシャンＢ／Ｌ（マスターＢ／Ｌ除く）の場合】
以下のいずれかの業務を行った場合で、ＡＴＤ業務で緩和措置の適用対象となる航路
である旨を登録した場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本日
付に変換した日
・「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務
・「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務
・「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（ＡＴＤ業務が未済の場合を除く）
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【マスターＢ／Ｌの場合】
「マスターＢ／Ｌ」または「マスターＢ／Ｌに関連するハウスＢ／Ｌ」に対して以下のいずれ
かの業務を行った場合で、ＡＴＤ業務で緩和措置の適用対象となる航路である旨を登録
した場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本日付に変換した日
・「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務
・「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務
・「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（ＡＴＤ業務が未済の場合を除く）
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【ハウスＢ／Ｌの場合】
①「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務で、緩和措置の適用対象となる航路である旨を登録した
場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本日付に変換した日
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【オーシャンＢ／Ｌ（マスターＢ／Ｌ除く）の場合】
以下のいずれかの業務を行った場合で、ＡＴＤ業務で緩和措置の適用対象とならない航
路である旨を登録した場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本
日付に変換した日
・「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務
・「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務
・「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（ＡＴＤ業務が未済の場合を除く）
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【マスターＢ／Ｌの場合】
「マスターＢ／Ｌ」または「マスターＢ／Ｌに関連するハウスＢ／Ｌ」に対して以下のいずれ
かの業務を行った場合で、ＡＴＤ業務で緩和措置の適用対象とならない航路である旨を
登録した場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本日付に変換し
た日
・「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務
・「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務
・「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（ＡＴＤ業務が未済の場合を除く）
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

【ハウスＢ／Ｌの場合】
①「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務で、緩和措置の適用対象とならない航路である旨を登
録した場合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日および出港時分を日本日付に変換した
日
※ただし、保存期間が短縮される場合は更新しない

次のいずれかに該当する日
①配下にハウスＢ／Ｌが登録されていないＢ／Ｌに対して「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業
務（削除）を行った場合、業務を行った日
②「出港前報告（ＡＭＲ）」業務等が行われていないマスターＢ／Ｌに対して「出港前報告
訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（マスターＢ／Ｌ変更または削除）を行い、配下のハウ
スＢ／Ｌが０件となった場合、業務を行った日（対象：マスターＢ／Ｌのみ）
③「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（削除）を行った日（対象：ハウスＢ／Ｌ
のみ）

1日

93 出港前報告情報 「出港前報告（ＡＭＲ）」業務等で登
録されたデータ

90日

30日

90日

16/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務が未済のＢ／Ｌに対して業務を行った日 90日

「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務で、緩和措置対象地域から出港する旨を登録した場合、Ａ
ＴＤ業務で入力された出港年月日を日本日付に変換した日
（＊）船舶情報の訂正に伴う再報告の場合で、ＡＴＤ業務実施済みの船舶情報に訂正し
たＢ／Ｌも同じ

30日

「出港日時報告（ＡＴＤ）」業務で、緩和措置対象地域以外から出港する旨を登録した場
合、ＡＴＤ業務で入力された出港年月日を日本日付に変換した日
（＊）船舶情報の訂正に伴う再報告の場合で、ＡＴＤ業務実施済みの船舶情報に訂正し
たＢ／Ｌも同じ

90日

次のいずれかに該当する日
①「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務（削除）を行い、配下のＢ／Ｌが０件となった場合、業
務を行った日
②「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務（削除）を行い、配下のＢ／Ｌが０件と
なった場合、業務を行った日

1日

95 積荷目録一括登録 「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」
業務で登録されたデータ

「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」業務を行った日 2日

96 船卸許可申請 「船卸許可申請（ＤＮＣ）」業務で登
録されたデータ

「船卸許可申請審査終了（ＣＤＥ０１）」業務を行った日 1日

次のいずれかに該当する日
①混載親貨物に対して、以下の業務によりコンテナ詰め貨物である旨を登録した日
・「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務
・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務
・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務
・「システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位）（ＣＹＢ）」業務
・「システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（ＣＹＤ）」業務
・「システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務
・「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務
②混載仕分けされていない貨物（デバンニング済み）に対して、以下の業務によりデバ
ンニング後の仕分けを実施した日
・「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務
・「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務
③コンテナ詰め貨物に対して、以下の業務により混載仕分けを実施（混載親貨物に対し
て１件目の混載子貨物を登録）した日
・「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（ＮＶＣ０１）」業務
・「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け）（ＮＶＣ０２）」業務

30日

次のいずれかに該当する日
①以下の業務により、削除または在来貨物である旨の登録を実施した日
・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務
・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務
・「システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務
・「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務
②以下の業務により、仕分けの取消を実施した日
・「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務
・「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務
③以下の業務により、混載子貨物を全て取消しした日
・「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）（ＮＶＣ０１）」業務
・「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け）（ＮＶＣ０２）」業務
④「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務で個数「０（ゼロ）」を入力し、混載親貨物
に対する全ての混載子貨物に対して削除の旨が登録された日

1日

「船腹予約登録（ＢＲＲ）」業務で登録または訂正を行った場合、業務を行った日 100日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務で登録または「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で
訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録された場合、登録された出港予定年月日

7日

「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務で登録または「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で
訂正を行った場合で、出港予定年月日が登録されない場合、業務を行った日

100日

出港前報告管理

98 船腹予約情報 「船腹予約登録（ＢＲＲ）」業務で登
録されたデータ

97 海上貨物関連コンテナ
番号一覧

94

｢積荷目録情報登録（ＭＦＲ）｣業務
等で登録されたデータ

「出港前報告（ＡＭＲ）」業務等で登
録されたデータ

17/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

次のいずれかに該当する日
①「船腹予約登録（ＢＲＲ）」業務で取消しを行った日
②「船腹予約回答（ＢＲＡ）」業務を行った日
③「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務でブッキングＮＧを行った日
④「ブッキング情報変更（ＢＫＣ）」業務で取消しを行った日

1日

99 危険物明細情報 「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業
務等で登録されたデータ

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務を行った場合、積載予定年月日 100日

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務にて取消しを行った日 1日

100 危険物積荷一覧情報 「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業
務等で登録されたデータ

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務を行った場合、積載予定年月日 100日

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務にて取消しを行った日 1日

101 危険物明細受付締切日 「危険物明細受付締切日登録（ＤＣ
Ｒ）」業務で登録されたデータ

「危険物明細受付締切日登録（ＤＣＲ）」業務を行った場合、ＣＹ受付締切年月日 100日

「危険物明細受付締切日登録（ＤＣＲ）」業務にて取消しを行った日 1日

102 危険物ブッキング管理 「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業
務で登録されたデータ

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務を行った場合、積載予定年月日 100日

「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務にて取消しを行った日 1日

103 船舶情報訂正管理 「出港前報告船舶情報訂正 （ＣＭ
Ｖ）」業務で登録されたデータ

「出港前報告船舶情報訂正 （ＣＭＶ）」業務を行った日 2日

104 輸入指示書情報 「輸入指示書登録（IIＲ）」業務で登
録されたデータ

「輸入指示書登録（ＩＩＲ）」業務で、新規登録または訂正を行った場合で、「入港日/入港
予定日」が登録された場合、登録された「入港日/入港予定日」から起算して１４日

*14日

「輸入指示書登録（ＩＩＲ）」業務で新規登録または訂正を行った場合で、「入港日/入港予
定日」が登録されない場合、「輸入指示書登録（IIＲ）」業務を行った日から起算して３０日

*30日

「輸入指示書登録（ＩＩＲ）」業務で取消を行った日 1日

105 積荷目録情報ＣＹ一括訂
正管理

「積荷目録情報ＣＹ一括訂正　（ＣＭ
Ｃ）」業務で登録されたデータ

「積荷目録情報ＣＹ一括訂正　（ＣＭＣ）」業務を行った日 1日

106 貨物引取 「輸入ＣＦＳ引取予定情報通知（ＲＣＳ０１）」業務を行った場合、引取予定年月日 *7日

全てのID通知枝番に対して「輸入ＣＦＳ引取予定確認情報通知（ＲＣＴ０１）」業務が実施
された場合、引取可能年月日

*3日

107 輸出貨物搬出入データ 輸出貨物搬出入データとして登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
①輸出（積戻し含む）許可済貨物を搬出した日
②特定輸出貨物について特定輸出申告許可となった日
③特定委託輸出貨物について特定委託輸出申告許可となった日
④特定製造貨物について特定製造貨物輸出申告許可となった日
⑤内貨引取、滅却承認、現場収容、税関内収容、その他の搬出承認不積返送を搬出要
件として輸出貨物を搬出した日

1日

108 輸出貨物コンテナ関連
データ

輸出貨物搬出入データとして登録さ
れたデータ

コンテナを搬出した日 1日

109 輸入貨物搬出入データ 輸入貨物搬出入データとして登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
①未許可貨物を搬出した日
②到着即時輸入許可貨物を船卸した日

1日

110 輸入貨物コンテナ関連
データ

輸入貨物搬出入データとして登録さ
れたデータ

コンテナを搬出した日 1日

111 港湾統計用輸出データ 港湾統計用輸出データとして登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
① 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により全量船積された日
②「本船・ふ中扱い承認申請（ＨＦＣ）」業務で承認された本船貨物に対して、「輸出許可
（ＥＤＣ）」業務等を行った日

3日

「輸入ＣＦＳ引取予定情報通知（ＲＣ
Ｓ０１）」業務で登録されたデータ

98 船腹予約情報 「船腹予約登録（ＢＲＲ）」業務で登
録されたデータ

18/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

次のいずれかに該当する日
①「船積情報登録（ＣＬＤ）」業務により船積情報の取消しが行われた日
②「本船・ふ中扱い承認申請（ＨＦＣ）」業務で承認された本船貨物に対して、「許可・承認
情報等登録（ＰＡＥ）」業務（ＣＥＰ、ＣＲＰ、ＴＯＫ）を実施した日

１日

112 港湾統計用輸入データ 港湾統計用入データとして登録され
たデータ

次のいずれかに該当する日
①「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務を行った日
②「積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後)（ＣＭＦ０２）」業務で追加を行った日

15日

「積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後)（ＣＭＦ０２）」業務で削除を行った日 1日

113 港湾統計用仮陸揚デー
タ

港湾統計用仮陸揚データとして登
録されたデータ

 「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務により全量船積された日 3日

「船積情報登録（ＣＬＤ）」業務により船積情報の取消しが行われた日 1日

114 出港前報告件数データ 出港前報告件数データとして登録さ
れたデータ

次のいずれかに該当する日
①出港前報告を行った日
②出港前報告した情報に対して、各種事務手続きを行った日

1日

115 旅客予約記録情報 「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０
１）」業務で登録された入国用の
データ

「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務により到着便単位の登録または変更が完了
した日

6日

「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務により登録された出発日 3日

116 旅客予約記録情報（出
国）

「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０
１）」業務で登録された出国用の
データ

「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務により到着便単位の登録または変更が完了
した日

6日

「旅客予約記録情報報告（ＰＮＲ０１）」業務により登録された出発日 3日

117 航空機旅客予約記録情
報（ＬＴＳ）

税関向けに送信するPNRその他情
報を格納する

ファイル化処理で設定（ファイルバックアップ後に設定） 1日

ファイル化処理で設定（ファイル化エラー時に設定） 15日

118 仮陸揚空コンテナデータ 仮陸揚空コンテナを収集対象とする
管理資料に係るデータ

次のいずれかに該当する日
①「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務で仮陸揚空コンテナの積荷目録提出を行った日
②「積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後)（ＣＭＦ０２）」業務で仮陸揚空コンテナの
追加を行った日
③ＣＭＦ０２業務で輸入空コンテナから仮陸揚空コンテナへの訂正を行った日

1日

次のいずれかに該当する日
①「積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務後)（ＣＭＦ０２）」業務で仮陸揚空コンテナの
削除を行った日
②ＣＭＦ０２業務で仮陸揚空コンテナから輸入空コンテナへの訂正を行った日

1日

119 原本情報検索依頼履歴
情報

「航空税関手続き関係原本検索依
頼情報（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ）登録・変更
（ＤＬＧ０３）」業務により実施された
原本情報検索依頼の履歴データ

「航空税関手続き関係原本検索依頼情報（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ）登録・変更（ＤＬＧ０３）」業務
が実施された日

1日

120 輸出申告ＤＢ 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務を行った日
②「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）
③官署変更後の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行っ
た日

*10日

19/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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変更前の旧情報について、次のいずれかに該当する日
①「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務を行った日（枝番払い出し時）
②「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（枝番払い出し時）（海上
のみ対象とする）
③「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）
④「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）」業
務を行った日（枝番払い出し時）
⑤「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更事項登録（ＥＥＡ０
１）」業務を行った日（枝番払い出し時）

*4日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録がされた日
①輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
②輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
③輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
④積戻し取止（ＣＲＰ）
⑤輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
⑥特定輸出許可取消（ＴＯＫ）
⑦数量変更（ＰＨＢ）（航空のみ対象とする）

*4日

「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業務
を行った日

*4日

官署変更前の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行った
日

*4日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日
※洋上通関の場合は業務を行った日

60日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の解除・取消を行った場合（た
だし、手続き中の場合を除く）（海上のみ対象とする）
　・輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
　・積戻し取止（ＣＲＰ）
　・輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
　・特定輸出許可取消（ＴＯＫ）

60日

郵便物である旨が登録されている場合は、次のいずれかに該当する日（海上のみ対象
とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日（入力がない場合は、許可年月日）
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

*4日

「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日（海上のみ対象とする） *4日

次のいずれかに該当する日　（海上のみ対象とする）
①システム参加保税地域等において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で
以下を登録後、「搬出確認登録（貨物引取り）（ＢＯＢ）」業務が行われた日
　・滅却承認
　・現場収容
　・税関内収容
　・その他の搬出承認
②「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で、以下の登録を行った日
　・貨物手作業移行
　・亡失届受理

*6日

システム参加保税地域等以外において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務
で以下の登録を行った日（海上のみ対象とする）
①滅却承認
②現場収容
③税関内収容
④その他の搬出承認

*6日

郵便物である旨が登録されている場合は、次のいずれかに該当する日（航空のみ対象
とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日（入力がない場合は、許可年月日）
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

*4日

20/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

当該申告に係る貨物が、搭載完了またはシステム外搬出された日（航空のみ対象とす
る）

*4日

【削除対象外となる条件】
①「輸出申告（ＥＤＣ）」業務を行った場合（ただし、申告条件が搬入時申告（申告条件：
Ｉ）、開庁時申告の登録（申告条件：Ｋ）および開庁時搬入前申告の登録（申告条件：Ｙ）
の場合を除く。）
②「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った場合（海上のみ対象とする）
③「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務を行った場合（航空のみ対象とする）
④「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の解除・取消を行った場合
　・輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
　・輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
　・数量変更（ＰＨＢ）（航空のみ対象とする）

-

121 コンテナ情報（日次移行
用）（輸出）

輸出申告の際のコンテナ情報 変更前の旧情報について、次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務を行った日（枝番払い出し時）
②「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（枝番払い出し時）
③「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）」業
務を行った日（枝番払い出し時）
④「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更事項登録（ＥＥＡ０
１）」業務を行った日（枝番払い出し時）

*4日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録がされた日（海上のみ
対象とする）
①輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
②輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
③輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
④積戻し取止（ＣＲＰ）
⑤輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
⑥特定輸出許可取消（ＴＯＫ）

*4日

「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業務
を行った日（海上のみ対象とする）

*4日

官署変更前の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行った
日（海上のみ対象とする）

*4日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

60日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の解除・取消を行った場合（た
だし、手続き中の場合を除く）（海上のみ対象とする）
　・輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
　・積戻し取止（ＣＲＰ）
　・輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
　・特定輸出許可取消（ＴＯＫ）

60日

「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日（海上のみ対象とする） *4日

次のいずれかに該当する日　（海上のみ対象とする）
①システム参加保税地域等において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で
以下を登録後、「搬出確認登録（貨物引取り）（ＢＯＢ）」業務が行われた日
　・滅却承認
　・現場収容
　・税関内収容
　・その他の搬出承認
②「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で、以下の登録を行った日
　・貨物手作業移行
　・亡失届受理

*6日

【削除対象外となる条件】（海上のみ対象とする）
①「輸出申告（ＥＤＣ）」業務を行った場合
②「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った場合
③「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の解除・取消を行った場合
　・輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
　・輸出等申告撤回（ＴＥＫ）

-

122 Ｃ／Ｏ共通情報 原産地証明書情報 「原産地証明書情報登録（OVA）業務で新規登録を行った場合 400日

21/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

全欄全量完了時
（全ての明細情報の残存数量が０になり、かつ、全ての輸入申告手続が許可/承認と
なった場合、または内取回数上限に達している場合で全ての申告情報の仮登録が取消
された場合）

*6日

「原産地証明書情報登録（OVA）業務でキャンセルを行った日 *6日

「原産地証明書情報登録（OVA）業務で業務エラーとなった日 1日

123 別送品輸出申告ＤＢ 「別送品輸出申告事項登録（ＵＥ
Ａ）」業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「別送品輸出申告事項登録（ＵＥＡ）」業務を行った日
②「別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＡ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）
③官署変更後の申告等番号について、「別送品輸出申告変更（官署変更）（ＵＥＹ）」業
務を行った日

*10日

変更前の旧情報について、次のいずれかに該当する日
①「別送品輸出申告変更事項登録（ＵＥＡ０１）」業務を行った日（枝番払い出し時）
②「別送品輸出許可内容変更申請事項登録（ＵＡＡ）」業務を行った日枝番払い出し時）
（海上のみ対象とする）
③「別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）

*4日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務または「許可・承認等情報登録（監視）
（ＰＡＫ０３）」業務で以下の登録をした日
①別送品輸出申告手作業移行（ＵＴＳ）
②別送品輸出申告撤回（ＵＴＫ）
③別送品輸出取止再輸入許可（ＵＣＰ）
④別送品輸出許可後の手作業移行（ＵＵＳ）

*4日

官署変更前の申告等番号について、「別送品輸出申告変更（官署変更）（ＵＥＹ）」業務を
行った日

*4日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①別送品輸出許可となった場合、出港予定年月日
②別送品輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

60日

「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日（海上のみ対象とする） *4日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①システム参加保税地域等において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で
以下を登録後、「搬出確認登録（貨物引取り）（ＢＯＢ）」業務が行われた日
　・滅却承認
　・現場収容
　・税関内収容
　・その他の搬出承認
②「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で、以下の登録を行った日
　・貨物手作業移行
　・亡失届受理

*6日

システム参加保税地域等以外において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務
で以下の登録を行った日（海上のみ対象とする）
①滅却承認
②現場収容
③税関内収容
④その他の搬出承認

*6日

当該申告に係る貨物が、搭載完了またはシステム外搬出された日（航空のみ対象とす
る）

*4日

22/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする



別紙－保存期間一覧

システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

【削除対象外となる条件】
①「別送品輸出申告（ＵＥＣ）」業務を行った場合
②「別送品輸出許可内容変更申請事項登録（ＵＡＡ）」業務を行った場合（海上のみ対象
とする）
③「別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ）」業務を行った場合（航空のみ対象とする）
④「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務または「許可・承認等情報登録（監
視）（ＰＡＫ０３）」業務で以下の登録をした場合
　・別送品輸出申告手作業移行（ＵＴＳ）
　・別送品輸出申告撤回（ＵＴＫ）
　・別送品輸出取止再輸入許可（ＵＣＰ）
　・別送品輸出許可後の手作業移行（ＵＵＳ）

-

124 輸入申告ＤＢ 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務等
で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務を行った日
②「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務を行った日
③「当初輸入申告情報呼出し（蔵出輸入申告等）（ＤＬＩ０１）」業務を行った日

*10日

変更前の旧情報について、「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った日 *4日

輸入（引取）許可時の情報について、「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務により一
括特例申告の対象とする登録がされた場合、「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務
を行った日

*4日

展示等不承認となった日 *4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録をした日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）
③特例申告手作業移行（ＴＫＤ）

*4日

「減額徴定：不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務でＢＰ承認後、不納欠損登録を行った日 *4日

次のいずれかに該当する日
①輸入許可、蔵出輸入許可、移出輸入許可または総保出輸入許可となった日
②併せ運送なしで蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった日

*6日

次のいずれかに該当する日
①輸入（引取）許可となった場合、特例申告期限日
②特例申告に係る「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った場合、特例申告期
限日
③酒税またはたばこ税にかかる特例申告納期限延長申請について、「輸入申告審査終
了（ＣＥＡ）」業務がされた場合、特例申告期限日
④「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務を行った場合、特例申告期限日
⑤一括特例申告の登録がされている輸入（引取）許可時の情報について、「一括特例申
告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務により一括特例申告の対象外とする登録がされた場合、特
例申告期限日

*6日

「輸入申告（ＩＤＣ）」または「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務で、特例申告と併せて、酒税また
はたばこ税にかかる特例申告納期限延長申請を行った場合、特例申告期限日の翌月
末

*6日

特例申告受理となった場合、特例申告日 *6日

併せ運送兼用で蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった輸入申告
等について、「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認（ＣＡＳ）」業務、「蔵入等貨物搬入
確認（ＢＡＳ）」業務を行った日、または「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務を全
ての貨物に行った日

*4日

【削除対象外となる条件】
①「輸入申告（ＩＤＣ）」業務を行った場合
②「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務を行った場合

-

125 コンテナ情報（日次移行
用）（輸入）

輸入申告の際のコンテナ情報 変更前の旧情報について、「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った日 *4日

展示等不承認となった日 *4日

23/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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システム
保存期間6次
NACCS

項番 ＤＢ名 保存対象データ データ保存起算日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録をした日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）

*4日

次のいずれかに該当する日
①輸入許可、輸入（引取）許可、蔵出輸入許可、移出輸入許可、総保出輸入許可または
ＢＰ承認となった日
②併せ運送なしで蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった日

*6日

併せ運送兼用で蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった輸入申告
等について、「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認（ＣＡＳ）」業務、「蔵入等貨物搬入
確認（ＢＡＳ）」業務を行った日、または「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務を全
ての貨物に行った日

*4日

【削除対象外となる条件】
①「輸入申告（ＩＤＣ）」業務を行った場合
②「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務を行った場合

-

126 輸入申告（沖縄特免制
度）ＤＢ

「輸入申告事項登録（沖縄特免制
度）（ＯＴＡ）」業務等で登録された
データ

「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ）」業務を処理識別スペース（輸入申告の事
項登録を行う場合）または処理識別「Ｉ」（税額の照会を行う場合）で行った日

*10日

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務を行った日

*4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録を行った日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）

*4日

「減額徴定：不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務でＢＰ承認後、不納欠損登録を行った日 *4日

輸入許可（沖縄特免制度）となった日 *6日

【削除対象外となる条件】
「輸入申告事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ）」業務または「輸入申告変更事項登録（沖
縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務を処理識別「Ｃ」で行った場合
「輸入申告（沖縄特免制度）（ＯＴＣ）」業務または「輸入申告変更（沖縄特免制度）（ＯＴ
Ｅ）」業務を行った場合

-

127 移出輸入申告ＤＢ 「石油製品等移出（総保出）輸入申
告事項登録（ＭＷＡ）」業務等で登録
されたデータ

「石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務を行った日 *10日

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」業務を行った日

*4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録をした日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）

*4日

移出輸入許可または総保出輸入許可となった日 *6日

【削除対象外となる条件】
「石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ）」業務を行った場合

-

128 修正申告ＤＢ 「修正申告事項登録（ＡＭＡ）」業務
等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「修正申告事項登録（ＡＭＡ）」業務を行った日
②「当初輸入申告情報呼出し（修正申告）（ＤＬＩ０２）」業務を行った日

*10日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で修正申告手作業移行（ＣＡＤ）を行っ
た日

*6日

「修正申告（ＡＭＣ）」業務を行った日 *6日

129 関税等更正請求ＤＢ 「関税等更正請求事項登録（ＫＫ
Ａ）」業務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「関税等更正請求事項登録（ＫＫＡ）」業務を行った日
②「当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求）（ＤＬＩ０３）」業務を行った日

*10日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録を行った日
①更正請求手作業移行（ＫMＤ）
②更正請求撤回（ＫIＤ）

*4日

「関税等更正請求審査終了（ＣＫＥ）」業務を行った日 *4日

24/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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【削除対象外となる条件】
「関税等更正請求（ＫＫＣ）」業務を行った場合

-

130 本船・ふ中扱い承認申請
ＤＢ

「本船・ふ中扱い承認申請（ＨＦＣ）」
業務等で登録されたデータ

「本船・ふ中扱い承認申請事項登録（ＨＦＡ）」業務を行った日 *10日

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「本船・ふ中扱い承認申請変更（ＨＦＥ）」業務を行った日
②「本船・ふ中扱い承認申請変更事項登録（ＨＦＡ０１）」業務を行った日

*4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務もしくは「許可・承認等情報登録（輸出
通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録をした日
①本船・ふ中扱い承認申請撤回（ＣＨＩ／ＨＴＫ）
②本船・ふ中扱い承認申請手作業移行（ＭＭＨ／ＨＴＳ）
③本船・ふ中扱い承認取消（ＣＨＥ／ＨＴＯ）

*4日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録をした日
①輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
②積戻し取止（ＣＲＰ）

*4日

「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業務
を行った日

*4日

当該情報を使用した申告が輸出入許可となった日 *6日

本船・ふ中扱い無効となった日 *4日

131 輸出自動車ＤＢ 「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」業
務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」業務で登録、追加、訂正、削除が行われた日
②「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務で輸出自動車情報登録番号の入力を取り
消した日
③「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録をした日
　　（１）輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
　　（２）輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
④官署変更前の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行っ
た日

*10日

①「輸出自動車情報取止（ＭＤＬ）」業務で削除された日
②「輸出自動車情報取止(税関)（ＣＭＤ）」業務で削除された日

変更前の旧情報について、次に該当する日
①輸出申告中に「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」業務で登録、追加、訂正、削除が行わ
れた日

*2日

次のいずれかに該当する日
①「輸出自動車情報登録(税関)（ＣＭＯ）」業務で登録が行われ全突合状態になった日
②「輸出自動車情報訂正（税関）（ＣＭＯ０１）」業務で訂正、削除、再突合が行われ全突
合状態になった日
③輸出抹消仮登録情報が組み込まれ全突合状態になった日
④「輸出申告（ＥＤＣ）」業務もしくは「輸出申告審査終了（ＣＥＥ）」業務で輸出許可となっ
た日

*10日

132 輸出抹消仮登録ＤＢ 「輸出抹消仮登録情報組込処理」に
より登録されたデータ

輸出抹消仮登録情報の登録及び更新がされた場合、有効期間満了日 *10日

133 指定地外貨物検査ＤＢ 「指定地外貨物検査許可申請（ＡＥ
Ｃ）」業務で登録されたデータ

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「指定地外貨物検査許可申請（ＡＥＣ）」業務で訂正を行った日

*4日

「指定地外貨物検査審査終了（ＡＣＥ）」業務で以下の登録を行った日
①撤回
②手作業移行

*4日

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われた場合で、登録された支払期限日 *4日

以下の条件をすべて満たす場合、「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務、または「手数料強制
消込（ＲＰＦ）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
①「指定地外貨物検査許可申請（ＡＥＣ）」業務で電子納付が登録されている場合
②「指定地外貨物検査審査終了（ＡＣＥ）」業務で許可が登録されている場合

*4日

「指定地外貨物検査審査終了（ＡＣＥ）」業務で印紙納付で許可が登録されている場合 *4日

25/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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134 シングルウインドウ入力
画面ＤＢ

「シングルウィンドウ輸入申告事項
登録（ＳＷＡ）」業務で登録された
データ

「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務を行った日 １日

135 一括特例申告管理ＤＢ ｢一括特例申告事項登録(ＴＫＡ０１)｣
業務で登録されたデータ

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で、特例申告手作業移行（ＴＫＤ）の登
録をした日

*4日

｢一括特例申告事項登録(ＴＫＡ０１)｣業務を行った場合、特例申告期限日 *6日

｢一括特例申告(ＴＫＣ０１)｣業務により、特例申告受理となった場合、特例申告日 *6日

136 輸出マニフェスト通関申
告ＤＢ
　※　Ａｉｒのみ

「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥ
Ｃ）」業務等で登録されたデータ

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務を行った日
②「輸出マニフェスト通関申告変更（ＭＥＥ）」業務を行った日
③「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ）」業務を行った日
④「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録（ＥＥＡ）」業
務を行った日（枝番払い出し時）
⑤「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更事項登録（ＥＥＡ０
１）」業務を行った日（枝番払い出し時）

*4日

官署変更後の申告番号について、「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥ
Ｙ）」業務を行った日

*6日

「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の登録をした日
①輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
②輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
③輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
④輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
⑤数量変更（ＰＨＢ）

*4日

「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業務
を行った日

*4日

官署変更前の申告番号について、「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥ
Ｙ）」業務を行った日

*4日

当該申告に係る貨物が、搭載完了またはシステム外搬出された日 *4日

「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務で、搬入時自動起動の登録または開庁時自
動起動の登録を行った日

*6日

137 輸入マニフェスト通関申
告ＤＢ
　※　Ａｉｒのみ

「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ）」
業務で登録されたデータ

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ）」業務を行った日
②「輸入マニフェスト通関申告変更（ＭＩＥ）」業務を行った日

*4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で以下の登録をした日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）

*4日

輸入マニフェスト通関申告許可となった日 *6日

138 輸出許可搭載確認バッ
チＤＢ

「輸出申告ＤＢ更新処理（１ＥＴ０２）」
業務で登録されたデータ

「輸出申告ＤＢ更新処理（１ＥＴ０２）」業務を行った日 1日

139 インボイス・パッキングリ
スト情報ＤＢ

「インボイス・パッキングリスト情報
登録（ＩＶＡ）」業務等で登録された
データ

「インボイス・パッキングリスト情報登録（ＩＶＡ）」業務を行った日 *10日

26/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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「インボイス・パッキングリスト仕分情報登録（ＩＶＢ）」業務「インボイス・パッキングリスト
仕分情報仮登録（ＩＶＢ０２）」業務または「インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録（Ｉ
ＶＢ０３）」業務を行った日

*10日

当該情報を使用した申告情報に対し、次のいずれかに該当する日
①「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務を行った日
②「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務を行った日
③「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務を行った日
④「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）

*30日

差換えにより利用しないこととなった情報について、次のいずれかに該当する日
①「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務を行った日
②「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務を行った日
③「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務を行った日
④「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った日
⑤「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務を行った日
⑥「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（海上のみ対象とする）
⑦「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）

*10日

①当該情報を使用した申告情報に対し、「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」
業務で輸出等申告撤回（ＴＥＫ）の登録をした日
②官署変更前の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行っ
た日

*10日

当該情報を使用した申告情報に対し、「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業
務で以下の登録をした日
①輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
②輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
③積戻し取止（ＣＲＰ）
④輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
⑤特定輸出許可取消（ＴＯＫ）
⑥数量変更（ＰＨＢ）（航空のみ対象とする）

*4日

「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業務
を行った日

*4日

当該情報を使用した申告が展示等不承認となった日 *4日

当該情報を使用した申告情報に対し、「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務
で輸入申告等撤回（ＣＩＤ）の登録をした日

*10日

当該情報を使用した申告情報に対し、「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務
で輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）の登録をした日

*4日

当該情報を使用した申告が輸入等許可・承認（ＢＰ承認含む）または、輸入（引取）許可
となった日

*30日

当該情報を使用した申告情報に対し、次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とす
る）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日
※洋上通関の場合は業務を行った日

60日

当該情報を使用した申告情報に対し、郵便物である旨が登録されている場合は、次の
いずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日（入力がない場合は、許可年月日）
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

*4日

当該情報を使用した申告情報に対し、「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日（海上の
み対象とする）

*4日

27/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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当該情報を使用した申告情報に対し、次のいずれかに該当する日　（海上のみ対象とす
る）
①システム参加保税地域等において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で
以下を登録後、「搬出確認登録（貨物引取り）（ＢＯＢ）」業務が行われた日
　・滅却承認
　・現場収容
　・税関内収容
　・その他の搬出承認
②「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で、以下の登録を行った日
　・貨物手作業移行
　・亡失届受理

*6日

当該情報を使用した申告情報に対し、システム参加保税地域等以外において、「許可・
承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で以下の登録を行った日（海上のみ対象とする）
①滅却承認
②現場収容
③税関内収容
④その他の搬出承認

*6日

当該情報を使用した申告情報に対し、郵便物である旨が登録されている場合は、次の
いずれかに該当する日（航空のみ対象とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日（入力がない場合は、許可年月日）
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日

*4日

当該情報を使用した申告情報に対し、当該申告に係る貨物が、搭載完了またはシステ
ム外搬出された日（航空のみ対象とする）

*4日

【削除対象外となる条件】
当該情報を使用した申告情報に対し、次の場合
①「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った場合
②「輸入申告（ＩＤＣ）」業務を行った場合
③「シングルウィンドウ輸入申告業務（ＳＷＣ）」業務を行った場合
④「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務を行った場合
⑤「輸出申告（ＥＤＣ）」業務を行った場合
⑥「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った場合（海上のみ対象とする）
⑦「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務を行った場合（航空のみ対象とする）
⑧「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で以下の解除・取消を行った場合
　・輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
　・輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
　・輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
　・積戻し取止（ＣＲＰ）
　・輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
　・特定輸出許可取消（ＴＯＫ）
　・数量変更（ＰＨＢ）（航空のみ対象とする）

-

140 汎用申請ＤＢ 「汎用申請（ＨＹＳ）」業務等で登録さ
れたデータ

変更前の旧情報について、次のいずれかに該当する日
「汎用申請手数料等納付申請変更（ＲＰＥ）」業務を行った日

*4日

「汎用申請審査終了（ＣＨＹ）」業務にて「許可・承認等」もしくは「不許可・不承認等」と
なった日

*6日

「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」業務にて「不許可・不承認等」となった日 *6日

「事前教示照会結果通知（ＣＨＺ）」業務を行った日 *6日

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われた場合で、登録された支払期限日 *4日

「汎用申請審査終了（ＣＨＹ）」業務にて「撤回」となった日 *4日

「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」、「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」
業務にて「撤回」となった日

*4日

「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」、「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」
業務にて手数料合計額を０円で「許可・承認等」とした日

*6日

次のいずれかに該当する日
①「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
②「手数料強制消込（ＲＰＦ）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日

*6日
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「汎用申請手数料等納付申請（ＲＰＣ）」業務により、国際観光旅客税にかかる汎用申請
受理番号に手数料等情報の登録を行った日

*6日

「汎用申請（ＨＹＳ）」業務、または「汎用申請変更（ＨＹＥ）」業務において、国際観光旅客
税の手続が登録された日

180日

141 添付ファイル格納ＤＢ 「汎用申請（ＨＹＳ）」業務等で登録さ
れたデータ

「船舶・航空機資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務にて「訂正」の登録をした場合でかつ新しい
届出とリンクしなかった場合に業務を行った日

*4日

「船舶・航空機資格変更届（ＫＰＣ０１)」業務にて「取消」となった日 *4日

「汎用申請審査終了（ＣＨＹ）」業務にて「許可・承認等」もしくは「不許可・不承認等」と
なった日

*6日

「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」業務にて「不許可・不承認等」となった日 *6日

「事前教示照会結果通知（ＣＨＺ）」業務を行った日 *6日

「船舶・航空機資格変更届審査終了(KPE01)」業務で「システム交付」となった日 *6日

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われた場合で、登録された支払期限日 *4日

「汎用申請審査終了（ＣＨＹ）」業務にて「撤回」となった日 *4日

「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」、「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」
業務にて「撤回」となった日

*4日

「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」、「汎用申請手数料納付番号通知（ＨＩＧ）」
業務にて手数料合計額を０円で「許可・承認等」とした日

*6日

次のいずれかに該当する日
①「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
②「手数料強制消込（ＲＰＦ）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日

*6日

「汎用申請手数料等納付申請（ＲＰＣ）」業務により、国際観光旅客税にかかる汎用申請
受理番号に手数料等情報の登録を行った日

*6日

「汎用申請（ＨＹＳ）」業務、または「汎用申請変更（ＨＹＥ）」業務において、国際観光旅客
税の手続が登録された日

180日

「添付ファイル登録（ＭＳＢ）」業務で
登録されたデータ

「添付ファイル登録（ＭＳＢ）」業務を行った日 *4日

「汎用申請原本検索（Ｍ０４）」業務
で登録されたデータ

「汎用申請原本検索（Ｍ０４）」業務を行った日 7日

「医薬品医療機器等利用者情報登
録（ＰＹＡ）」業務等で登録された
データ

以下の業務を行った日
・医薬品医療機器等利用者情報確認（PYK）
・医薬品医療機器等輸出用届出確認（PTK01）
・医薬品医療機器等輸入報告確認（POK01）
・医薬品医療機器等委託関係確認（PCK）

*4日

「医薬品医療機器等情報原本検索
（Ｍ１６）」業務で登録されたデータ

「医薬品医療機器等情報原本検索（Ｍ１６）」業務を行った日 7日

「食品等輸入届出審査終了（CFE）」、「事前届出搬入連絡（IFG）」業務で全欄の審査が
終了となった日

*4日

次のいずれかに該当する日
①「通関系関連省庁添付登録（検疫所（食品））（MSF01）」業務で削除登録された日
②「食品等輸入届出取止め（CFD）」業務で届出取止めされた日

*1日

「輸出証明書等発給申請（ＭＳＶ）」
業務で登録されたデータ

「輸出証明書等発給申請（ＭＳＶ）」業務を行った日 *10日

142 時間外貨物積卸届 「時間外貨物積卸届（ＯＶＳ）」業務
で登録されたデータ

「時間外貨物積卸届（ＯＶＳ）」業務で入力された積卸終了年月日 1日

「通関系関連省庁添付登録（検疫所
（食品））」業務で登録されたデータ

29/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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143 航空時間外貨物積卸届 「航空時間外貨物積卸届（ＯＶＴ）」
業務で登録されたデータ

「航空時間外貨物積卸届（ＯＶＴ）」業務を行った日 1日

144 時間外執務要請届 「時間外執務要請届（ＯＳＡ）」業務
または併せて時間外執務要請届が
可能な「船卸確認登録（個別）（ＰＫ
Ｋ）」業務等
で登録されたデータ

以下の業務で入力・設定された開庁終了年月日
・「時間外執務要請届（ＯＳＡ）」業務
・「時間外執務要請延長届（ＯＳＥ）｣業務
・「時間外執務要請届結果登録（ＯＳＤ）」業務
・「到着確認登録（到着即時）（多数件処理）（１ＤＭ）」業務
・「船卸確認登録（個別）（ＰＫＫ）」業務
・「船卸確認登録（一括）（ＰＫＩ）」業務
・「卸コンテナ情報登録（提出）（ＤＣＬ０２）」業務
・「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務
・「船積情報変更（ＣＬＤ）」業務

*2日

145 時間外執務要請届使用
実績

開庁時間外に時間外執務要請届を
使用し「輸入申告（ＩＤＣ）」業務また
は「輸出申告（ＥＤＣ）」業務等で登
録されたデータ

開庁時間外に時間外執務要請届を使用し以下の業務を行った日
・「輸入申告（ＩＤＣ）」業務
・「輸入申告（本申告自動起動）（１ＩＤ）」業務
・「輸入申告（搬入時自動起動）（１ＤＡ）」業務
・「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務
・「輸入申告審査終了（ＣＥＡ）」業務
・「輸入申告審査終了(強制入力)（ＣＥＡ０１）」業務
・「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ）」業務
・「シングルウィンドウ輸入申告（自動起動）（１ＳＷ）」業務
・「石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ）」業務
・「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更（ＭＷＥ）」業務
・「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ）」業務
・「輸入マニフェスト通関申告（本申告自動起動）（１ＭＩ）」業務
・「輸入マニフェスト通関申告変更（ＭＩＥ）」業務
・「機用品蔵入等承認申請（ＣＴＣ）」業務
・「機用品蔵入等承認申請変更（ＣＴＥ）」業務
・「機用品蔵入等承認申請審査終了（ＣＴＸ）」業務
・「輸出申告（ＥＤＣ）」業務
・「輸出申告（自動起動）（１ＥＤ）」業務
・「輸出申告変更（ＥＤＥ）」業務
・「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務
・「輸出許可内容変更申請（多数件業務）（１ＥＡ）」業務
・「輸出申告審査終了（ＣＥＥ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告（自動起動）（１ＭＥ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告変更（ＭＥＥ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（多数件業務）（１ＭＡ）」業務
・「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務
・「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥＹ）」業務
・「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請（EEC）」業務
・「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請変更（EEE）」業務
・「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（CEC）」業務

1日

146 ＲＥＰＳ関連ＤＢ 「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務でＲ
ＥＰＳに納付情報が登録されたデー
タ

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われ、納付番号登録が正常に登録された場合で、
登録された支払期限日

*4日

「手数料情報登録（ＲＰ１）」業務が行われ、納付番号登録が正常に登録されなかった場
合で、当該業務が行われた日

*4日

「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」業務にて「撤回」または手数料合計額を０円
に変更した日

*4日

「手数料強制消込（ＲＰＦ）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日 30日

次のいずれかに該当する日（「不開港出入許可申請（ＣＰＣ）」業務）
①「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
②「手数料取消（ＲＰＺ）」業務を行った日

30日

次のいずれかに該当する日（「指定地外貨物検査許可申請（ＡＥＣ）」業務）
①「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日
②「手数料取消（ＲＰＺ）」業務を行った日

*4日

次に該当する日（「汎用申請（ＨＹＳ）」業務等）
「手数料領収確認（ＲＰ２）」業務により、手数料が納付された旨が登録された日

*6日

変更前の旧情報について、次に該当する日
「汎用申請手数料納付番号通知変更（ＨＩＩ）」業務にて変更を行った日

*4日
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【削除対象外となる条件】
歳入金電子納付システムに手数料情報登録依頼を行った場合

－

147 共通管理番号輸入申告
明細ＤＢ

「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務で
登録されたデータ

【輸入申告関連】
①共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

*10日

【輸入申告関連】
②共通管理番号リンクありで輸入許可となる業務が実施された日

*6日

【輸入申告関連】
③共通管理番号とのリンクが外された業務が実施された日

1日

【輸入申告関連】
④共通管理番号リンクありで①、②、③以外の業務が実施された日

365日

148 共通管理番号他法令手
続明細ＤＢ

【食品等輸入届出関連】
①共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

7日

【食品等輸入届出関連】
②共通管理番号リンクありで審査終了業務が実施された日

10日

【植物等輸入検査申請関連】
③共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

14日

【植物等輸入検査申請関連】
④共通管理番号リンクありで審査終了業務が実施された日

14日

【畜産物輸入検査申請関連】
⑤共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

*6日

【畜産物輸入検査申請関連】
⑥共通管理番号リンクありで審査終了業務が実施された日

*7日

【輸入動物検査申請関連】
⑦共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

*6日

【輸入動物検査申請関連】
⑧共通管理番号リンクありで審査終了業務が実施された日

*7日

【輸入犬等検査申請関連】
⑨共通管理番号リンクありで事項登録業務が実施された日

*6日

【輸入犬等検査申請関連】
⑩共通管理番号リンクありで審査終了業務が実施された日

*7日

【全他法令手続き共通】
⑪共通管理番号とのリンクが外された業務が実施された日

1日

【食品等輸入届出関連】
⑫共通管理番号リンクありで①、②、⑪以外の業務が実施された日

365日

【植物等輸入検査申請関連】
⑬共通管理番号リンクありで③、④、⑪以外の業務が実施された日

365日

以下の業務で登録されたデータ
・「食品等輸入届出事項登録（IFA）」
業務
・「植物等輸入検査申請事項登録
（IPA）」業務
・「輸入畜産物検査申請事項登録
（ILA）」業務
・「輸入動物検査申請事項登録
（IOA）」業務
・「輸入犬等検査申請事項登録
（IQA）」業務
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【輸入畜産物検査申請関連】
⑭共通管理番号リンクありで⑤、⑥、⑪以外の業務が実施された日

365日

【輸入動物検査申請関連】
⑮共通管理番号リンクありで⑦、⑧、⑪以外の業務が実施された日

365日

【輸入犬等検査申請関連】
⑯共通管理番号リンクありで⑨、⑩、⑪以外の業務が実施された日

365日

149 添付ファイル管理 「申告添付登録録（ＭＳＸ）」業務で
登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務を行った日
②「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務を行った日
③「石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務を行った日
④「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務を行った日
⑤「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）
⑥官署変更後の申告等番号について、「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務を行っ
た日
⑦官署変更後の申告番号について、「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥ
Ｙ）」業務を行った日
⑧「別送品輸出申告事項登録（ＵＥＡ）」業務を行った日
⑨「別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＡ）」業務を行った日（航空のみ対象とする）
⑩官署変更後の申告等番号について、「別送品輸出申告変更（官署変更）（ＵＥＹ）」業
務を行った日
⑪「本船・ふ中扱い承認申請事項登録（ＨＦＡ）」業務を行った日
⑫「修正申告事項登録（ＡＭＡ）」業務を行った日
⑬「関税等更生請求事項登録（ＫＫＡ）」業務を行った日

*10日

次のいずれかに該当する日
①輸入許可、蔵出輸入許可、移出輸入許可または総保出輸入許可となった日
②併せ運送なしで蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった日
①輸入（引取）許可となった場合、特例申告期限日
②特例申告に係る「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務を行った場合、特例申告期
限日
③酒税またはたばこ税にかかる特例申告納期限延長申請について、「輸入申告審査終
了（ＣＥＡ）」業務がされた場合、特例申告期限日
④「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務を行った場合、特例申告期限日
⑤一括特例申告の登録がされている輸入（引取）許可時の情報について、「一括特例申
告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務により一括特例申告の対象外とする登録がされた場合、特
例申告期限日
⑥輸入マニフェスト通関申告許可となった日
⑦移出輸入許可または総保出輸入許可となった日
⑧本船・ふ中扱い情報を使用した申告が輸入許可となった日
⑨「修正申告（ＡＭＣ）」業務を行った日

*6日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務で修正申告手作業移行（ＣＡＤ）を行っ
た日

*6日

「輸入申告（ＩＤＣ）」または「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務で、特例申告と併せて、酒税また
はたばこ税にかかる特例申告納期限延長申請を行った場合、特例申告期限日の翌月
末

*6日

特例申告受理となった場合、特例申告日 *6日

官署変更後の申告番号について、「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥ
Ｙ）」業務を行った日

*6日

「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務で、搬入時自動起動の登録または開庁時自
動起動の登録を行った日

*6日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①輸出申告及び別送品輸出申告に対応する貨物に対してシステム参加保税地域等に
おいて、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で以下を登録後、「搬出確認登録
（貨物引取り）（ＢＯＢ）」業務が行われた日
　・滅却承認
　・現場収容
　・税関内収容
　・その他の搬出承認
②輸出申告及び別送品輸出申告に対応する貨物に対して、「許可・承認等情報登録（保
税）（ＰＳＨ）」業務で、以下の登録を行った日
　・貨物手作業移行
　・亡失届受理

*6日

以下の業務で登録されたデータ
・「食品等輸入届出事項登録（IFA）」
業務
・「植物等輸入検査申請事項登録
（IPA）」業務
・「輸入畜産物検査申請事項登録
（ILA）」業務
・「輸入動物検査申請事項登録
（IOA）」業務
・「輸入犬等検査申請事項登録
（IQA）」業務
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輸出申告及び別送品輸出申告に対応する貨物に対してシステム参加保税地域等以外
において、「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務で以下の登録を行った日（海上
のみ対象とする）
①滅却承認
②現場収容
③税関内収容
④その他の搬出承認

*6日

次のいずれかに該当する日（海上のみ対象とする）
①輸出許可となった場合、出港予定年月日
②輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日
※洋上通関の場合は業務を行った日
③別送品輸出許可となった場合、出港予定年月日
④別送品輸出許可内容変更承認となった場合、出港予定年月日
⑤本船・ふ中扱い情報を使用した申告が輸出許可となった日

60日

次のいずれかに該当する日
①併せ運送兼用で蔵入承認、移入承認、総保入承認または展示等承認となった輸入申
告等について、「蔵入・移入・総保入・展示貨物到着確認（ＣＡＳ）」、「蔵入等貨物搬入確
認（ＢＡＳ）」業務を行った日、または「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務を全て
の貨物に行った日
②「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を行った日（海上のみ対象とする）
③輸出等申告に係る貨物が、搭載完了またはシステム外搬出された日（航空のみ対象
とする）

*4日

「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務または「許可・承認等情報登録（輸出通
関）（ＰＡＥ）」業務、「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０３）」業務で以下の登録をした
日
①輸入申告等撤回（ＣＩＤ）
②輸入申告等手作業移行（ＭＩＤ）
③特例申告手作業移行（ＴＫＤ）
④輸出等申告手作業移行（ＴＥＳ）
⑤輸出等申告撤回（ＴＥＫ）
⑥輸出取止再輸入許可（ＣＥＰ）
⑦積戻し取止（ＣＲＰ）
⑧輸出等許可後の手作業移行（ＰＴＳ）
⑨特定輸出許可取消（ＴＯＫ）
⑩数量変更（ＰＨＢ）（航空のみ対象とする）
⑪別送品輸出申告手作業移行（ＵＴＳ）
⑫別送品輸出申告撤回（ＵＴＫ）
⑬別送品輸出取止再輸入許可（ＵＣＰ）
⑭別送品輸出許可後の手作業移行（ＵＵＳ）
⑮本船・ふ中扱い承認申請撤回（ＣＨＩ／ＨＴＫ）
⑯本船・ふ中扱い承認申請手作業移行（ＭＭＨ／ＨＴＳ）
⑰本船・ふ中扱い承認取消（ＣＨＥ／ＨＴＯ）
⑱更正請求手作業移行（ＫMＤ）
⑲更正請求撤回（ＫIＤ）

*4日

輸入（引取）許可時の情報について、「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務により一
括特例申告の対象とする登録がされた場合、「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務
を行った日

*4日

展示等不承認となった日 *4日

「減額徴定：不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務でＢＰ承認後、不納欠損登録を行った日 *4日

本船・ふ中扱い無効となった日 *4日

①「輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請審査終了（ＣＥＣ）」業
務を行った日
②「関税等更正請求審査終了（ＣＫＥ）」業務を行った日

*4日

「機用品蔵入等承認申請事項登録（ＣＴＡ）」業務を行った日 *10日

①「機用品蔵入等承認申請変更事項登録（ＣＴＡ０１）」業務を行った日（変更直前の申請
番号に対するＤＢを対象とする）
②「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務にて輸入申告等撤回の旨が登録さ
れた日
③「機用品在庫管理情報登録（蔵入等承認単位）（ＣＩＡ）」業務を行った日

4日

①「申告添付登録録（ＭＳＸ）」業務がエラーとなった日 1日
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150 包括保険ＤＢ 「包括保険仮事項登録（HHA）」業務
等で登録されたデータ

「包括保険仮事項登録（ＨＨＡ）」業務を行った日 30日

「包括保険確認登録（ＨＫＡ）」業務にて、適用終了年月日として登録された日
（適用終了年月日の7年後の年月日を対象とする）

1日
（7年後）

【削除対象外となる条件】
「包括保険仮登録（ＨＨＣ）」業務を行った場合

-

151 関税割当証明書ＤＢ 「関税割当証明書内容登録（TQＡ）」
業務等で登録されたデータ

①「関税割当証明書内容登録（ＴＱＡ）」業務にて、期間満了日として登録された日
②「関税割当証明書内容訂正（ＴＱＥ）」業務により訂正を行った場合、期間満了日として
登録された日

30日

「関税割当証明書内容訂正（ＴＱＥ）」業務により削除を行った日 １日

「関税割当証明書内容確認（ＣＱＡ）」業務によりシステム管理終了を登録した日 １日

152 資金ＤＢ 「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等で登録さ
れたデータ

以下の業務により、納税方式が即納である申告について全科目の収納未済額がなく
なった日
①「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務
②「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」業務
③「輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務
④「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務
⑤「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０４）」業務
⑥「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務
⑦「領収確認・済通登録（バーコードリーダー）（ＲＣＣ４０）」業務
⑧「済通登録（バッチ起動）（２ＲＺ）」業務
⑨「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務等

11日

以下の業務により、納税方式が即納である申告について全科目の収納未済額がなく
なった場合、翌月１１日
①「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務
②「済通登録（ＲＺＣ）」業務

11日

以下の業務により、納税方式が納期限延長である申告について全科目の収納未済額
がなくなった場合、または一括納付書の収納未済額がなくなった場合、「輸入許可日（輸
入（引取）許可を含む）の属する月の翌月１日から３ヶ月と１０日」と比較し、大きい日
①「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務
②「領収確認・済通登録（バーコードリーダー）（ＲＣＣ４０）」業務
③「済通登録（バッチ起動）（２ＲＺ）」業務
④「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務等

11日

以下の業務により、納税方式が納期限延長である申告について全科目の収納未済額
がなくなった場合、または一括納付書の収納未済額がなくなった場合、「輸入許可日（輸
入（引取）許可を含む）の属する月の翌月１日から３ヶ月と１０日」と翌月１１日を比較し、
大きい日
①「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務
②「済通登録（ＲＺＣ）」業務

11日

「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務にて申告等区分コードが５：賦課決定（旅具キャッシュレス
納付（口座振替））で登録された徴収決定情報について、以下の業務により、一括納付
書の収納未済額がなくなった場合、調査決定日の属する月の翌月１日から３ヶ月と１０
日」と翌月１１日を比較し、大きい日
①「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務等
②「済通登録（ＲＺＣ）」業務

11日

申告に関連する一括納付書が、全て削除された日 1日

「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務で登録
されたデータ

「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務で納税義務成立前の徴収決定済額登録を行った日 150日

【削除対象外となる条件】
以下の業務を行った場合
①「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務
②「済通登録（ＲＺＣ）」業務等

-

「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務等で登
録されたデータ

以下の業務により取消しを行った日
①「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務
②「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務等
③「済通登録（ＲＺＣ）」業務等

1日
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「旅具徴税登録（ＲＧＡ）」業務で登
録されたデータ

「旅具徴税登録（ＲＧＡ）」業務を行った日 65日

「合計徴収簿訂正（ＧＣＣ）」業務で
登録されたデータ

「合計徴収簿訂正（ＧＣＣ）」業務を行った日 11日

153 担保ＤＢ 「担保登録（ＳＥＲ）」業務等で登録さ
れたデータ

当該担保に係る全ての担保登録票を「担保解除（ＳＥＣ）」業務で解除した日 1日

担保登録票を「担保解除（ＳＥＣ）」業務で解除した日 1日

「担保訂正（ＳＥＲ１２）」業務で登録
されたデータ

「担保訂正（ＳＥＲ１２）」業務を行った日 1日

154 担保引落とし回復ＤＢ 「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等で担保の
引落としの旨が登録されたデータ

引き落とされた当該担保を「担保引落とし・回復（ＳＥＡ）｣業務または「領収確認（ＲＣＣ）」
業務等で回復した日

1日

155 担保提供書ＤＢ 「担保提供書提出（ＴＴＴ）」業務等で
登録されたデータ

以下の業務により、担保提供書提出番号を払い出した日
①「担保提供書提出（ＴＴＴ）」業務
②「担保提供書変更（ＴＴＥ）」業務

30日

「担保提供書審査終了（ＣＴＴ）」業務で担保提供書が是認された日 10日

「担保提供書審査終了（ＣＴＴ）」業務で担保提供書の撤回容認がされた日 1日

変更前の旧情報について、次に該当する日
①「担保提供書変更（ＴＴＥ）」業務が行われた日

1日

156 ＭＰＮ納付ＤＢ 「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等で納付方
法がＭＰＮの旨が登録されたデータ

以下の業務により、当該納付番号通知情報が消込済みとなった日
①「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務
②「開庁時ＭＰＮ消込（３ＭＰ）」業務
③「ＭＰＮ強制消込（ＭＰＦ）」業務

31日

以下の業務により、ＭＰＮを適用した申告の変更、撤回または手作業移行等を行い、当
該納付番号通知情報が無効となった日
①「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務
②「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」業務
③「輸入申告変更事項登録（沖縄特免制度）（ＯＴＡ０１）」業務
④「許可・承認等情報登録（輸入通関）（ＰＡＩ）」業務
⑤「許可・承認等情報登録（監視）（ＰＡＫ０４）」業務
⑥「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務
⑦「リアルタイム口座引落とし結果確認（ＲＢ１）」業務

7日

以下の業務により、ＭＰＮを適用した申告に係る納付番号通知情報の納付方法が変更
され、無効となった日
①「納付書再出力（ＲＮＦ）」業務
②「領収確認（ＲＣＣ）」業務等
③「済通登録（ＲＺＣ）」業務等

7日

以下の業務により、ＭＰＮを適用した申告に係る納付番号通知情報の請求金額が変更
され、無効となった日
①「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務
②「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務
③「領収確認（ＲＣＣ）」業務等
④「済通登録（ＲＺＣ）」業務等
⑤「納付書再出力（ＲＮＦ）」業務

7日

資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務でＭＰＮを適用した納税義務成立前の徴収決定済額登録を
行った日

150日

157 ＭＰＮ再送ＤＢ 「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務で登録さ
れたデータ

「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務が行われた日 2日

158 不正アクセスログＤＢ 「ＭＰＮ照会（ＭＰ１）」業務等でエ
ラーとなったデータ

以下の業務で確認番号エラーとなった日
①「ＭＰＮ照会（ＭＰ１）」業務
②「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務

1日

159 還元データ精査ＤＢ 「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務で登録さ
れたデータ

「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務が行われた日 7日

35/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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160 収納業務処理確認ＤＢ 「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務等で登
録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「領収確認・済通登録（バーコードリーダ）（ＲＣＣ４０）」業務を行った日
②「減額調定・不納欠損登録（ＧＦＧ）」業務を行った日
③「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務を行った日
④「済通登録（ＲＺＣ）」業務を行った日
⑤「合計徴収簿訂正（ＧＣＣ）」業務を行った日
⑥「ＭＰＮ強制消込（ＭＰＦ）」業務を行なった日

1日

161 旅具徴税登録確認ＤＢ 「旅具徴税登録（ＲＧＡ）」業務で登
録されたデータ

「旅具徴税登録（ＲＧＡ）」業務を行った日 1日

162 担保利用可能者登録実
績DB

「担保利用可能者登録（UTP13）」業
務で登録されたデータ

「担保利用可能者登録（UTP13）」業務を行った日 1日

163 済通登録処理結果確認
ＤＢ

「済通登録（バッチ起動）（２ＲＺ）」業
務等で登録されたデータ

次のいずれかに該当する日
①「済通登録（バッチ起動）（２ＲＺ）」業務を行った日
②「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務を行った日
③「開庁時ＭＰＮ消込（３ＭＰ）」業務を行った日
④「ＭＰＮ強制消込（ＭＰＦ）」業務を行った日

1日

164 口座一括振替用ＤＢ 「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等で納付方
法が口座振替の特例申告として登
録されたデータ

以下の業務により、納付方法が口座振替の特例申告が特例申告受理となった日
①「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等
②「輸入申告審査終了（ＣＥＡ）」業務
③「保留解除（ＣＯＷ）」業務

60日

165 消費税収納実績DB 「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務で登録
された消費税および地方消費税の
税率種別データ

「資金徴収登録（ＳＩＫ）」業務を行った日 1日

166 リアルタイム口座履歴Ｄ
Ｂ

「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務等で登録
されたリアルタイム口座からの引落
とし履歴データ

リアルタイム口座の旨が登録された納付情報の「ＭＰＮ消込（ＭＰ２）」業務を行った日 1日

167 食品等輸入届出ＤＢ 「食品等輸入届出事項登録（ＩＦＡ）」業務が実施された日 7日

「食品等輸入届出事項登録（ＩＦＡ）」業務で届出種別がＮ：一般で登録され、「食品等輸
入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった日（全欄の検査結果通知書
別紙が出力済み）
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

10日

「食品等輸入届出事項登録（ＩＦＡ）」業務で届出種別がＰ：計画輸入またはＤ：事前計画
で登録され、「食品等輸入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった場
合、計画輸入有効期間終了年次の翌年の４月１日
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

184日

①「食品等輸入届出取止め（ＣＦＤ）」業務が実施された日
②変更前の旧情報について、「食品等輸入届出変更事項登録（ＩＦＡ０１）」業務が実施さ
れた日
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

4日

「食品等輸入届出結果登録（ＣＦＧ）」業務で届出種別がＮ：一般で登録され、「食品等輸
入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった日（全欄の検査結果通知書
別紙が出力済み）
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

10日

「食品等輸入届出結果登録（ＣＦＧ）」業務で届出種別がＰ：計画輸入またはＤ：事前計画
で登録され、「食品等輸入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった場
合、計画輸入有効期間終了年次の翌年の４月１日
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

184日

「食品等輸入届出事項登録（ＩＦＡ）」業務で届出種別がＢ：事前届出で登録され、「食品
等輸入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった日（全欄の検査結果通
知書別紙が出力済み）
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

10日

「食品等輸入届出結果登録（ＣＦＧ）」業務で届出種別がＢ：事前届出で登録され、「食品
等輸入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった日（全欄の検査結果通
知書別紙が出力済み）
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

10日

以下の業務で登録されたデータ
・「食品等輸入届出事項登録（IFA）」
業務
・「食品等輸入届出結果登録（ＣＦ
Ｇ）」業務

36/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする
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「食品等輸入届出審査終了（ＣＦＥ）」業務等で全欄が処理済みとなった日（全欄の検査
結果通知書別紙未出力）
※保存期間経過後は食品等輸入届出（蓄積情報）に移行され、届出年月日を起算日と
して10年間保存される。

30日

168 食品等輸入届出検体送
付ＤＢ

①「検体送付事項登録（ＥＦＡ）」業務が実施された日
②「検査結果判定登録（ＣＦＫ）」業務で差戻しが実施された日

100日

「検査内訳登録（ＥＦＦ）」業務が実施された日（決済年月日が入力された場合） 100日

169 衛生証明書ＤＢ 衛生証明書に関する情報 取得した衛生証明書を輸入食品監視支援業務機能に関連するＤＢに登録された日 999日

170 医薬品医療機器等輸出
用届出ＤＢ

①「医薬品医療機器等輸出用届出事項登録（ＰＴＡ）」業務が実施された日 7日

「医薬品医療機器等輸出用届出確認（ＰＴＫ０１）」業務により初回受理前の不受理の確
認が実施された日

4日

「医薬品医療機器等輸出用届出確認（ＰＴＫ０１）」業務により受理の確認がされた日
（システム日付の６年後の年月日を対象とする）

１日
（６年後）

①「医薬品医療機器等輸出用届出確認（ＰＴＫ０１）」業務により変更届出の確認がされ
た日（変更時の旧情報について）
②「医薬品医療機器等輸出用届出確認（ＰＴＫ０１）」業務により廃止の確認が実施され
た日

2日

171 医薬品医療機器等輸入
報告ＤＢ

①「医薬品医療機器等輸入報告（ＰＯＡ）」業務が実施された日
②「医薬品医療機器等輸入報告確認（ＰＯＫ０１）」業務により不受理の確認が実施され
た日

7日

「医薬品医療機器等輸入報告確認（ＰＯＫ０１）」業務により変更報告の確認がされた日
（変更時の旧情報について）

2日

①「医薬品医療機器等輸入報告確認（ＰＯＫ０１）」業務により受理の確認がされた日
②「医薬品医療機器等輸入報告事後登録（ＰＯＧ）」業務が実施された日

30日

172 バッチ処理依頼件数管
理ＤＢ

ディレード関連処理で依頼情報を登
録した利用者データ

処理完了または依頼取消されその利用者に関して依頼件数が0件となった日 30日

173 帳票電文ＤＢ 帳票 業務により帳票が登録された日 7日

業務により帳票が登録された日 1日

174 メール電文蓄積ＤＢ メール電文 業務によりメール電文が登録された日 7日

175 再出力帳票電文ＤＢ 再出力帳票 業務により対象帳票が登録された日 *6日

業務により対象帳票が登録された日 1日

176 帳票電文（ＰＤＦ作成用）
ＤＢ

帳票電文（ＰＤＦ作成用） 業務により対象帳票が登録された日 36日

ＰＤＦ帳票作成処理中された日 36日

ＰＤＦ帳票作成処理が正常終了された日 1日

ＰＤＦ帳票作成処理が異常終了した日 36日

以下の業務で登録されたデータ
・「医薬品医療機器等輸入報告（ＰＯ
Ａ）」業務
・「医薬品医療機器等輸入報告事後
登録（ＰＯＧ）」業務

以下の業務で登録されたデータ
・「食品等輸入届出事項登録（IFA）」
業務
・「食品等輸入届出結果登録（ＣＦ
Ｇ）」業務

「検体送付事項登録（ＥＦＡ）」業務で
登録したデータ

以下の業務で登録されたデータ
・「医薬品医療機器等輸出用届出事
項登録（ＰＴＡ）」業務
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177 ｅ－ｍａｉｌ用保存ＤＢ ｅ－ｍａｉｌ用情報 新規作成された日 36日

電文送信された日 3日

電文送信エラーとなった日 36日

178 管理資料情報（注１） 管理資料情報 配信用ディレクトリに管理資料情報を格納した翌日 7日（注２）

管理資料情報を取り出した日（但し、定期系管理資料情報のみとする。随時系管理資料
情報の場合は当該テーブルを使用せず、翌日に削除する。）

（注２）

179 原本情報（注１） 原本情報 ①帳票原本：帳票が登録された日
②貨物テーブル原本：原本マスタ保存日
③海上積荷目録テーブル原本：システムに登録された入港年月日

法規に従
う

180 到着前輸入畜産物貨物
管理ＤＢ

到着前輸入畜産物貨物管理情報 輸入畜産物の到着後申請を自動起動する旨が登録された日 100日

輸入畜産物の到着後申請を自動起動した日 1日

181 危険物ＤＢ 「ＣＳＶアップロード（ＷＵＤ０１）」業
務で登録されたデータ

当該情報を使用した申請を行った日 63日

次のいずれかに該当する日
①｢ＣＳＶアップロード（ＷＵＤ０１）｣業務で登録を行った日
②入出港業務で一時保存を行った日
③入出港業務のファイル読込画面でｚｉｐファイルのアップロードを行った日

10日

入出港業務で新規作成された日（一時保存されていない状態） 2日

182 一時保存ＤＢ 入出港業務で登録されたデータ 入出港業務で一時保存を行った日 10日
入出港業務で新規作成された日（一時保存されていない状態） 2日

183 入港料減免還付申請Ｄ
Ｂ

「入港料減免還付申請（ＷＥＲ４１）」
業務で登録されたデータ

「入港料減免還付申請（ＷＥＲ４１）」業務で登録・訂正・取消を行った日 63日

184 船舶運航動静通知ＤＢ 「船舶運航動静通知（ＷＭＴ４１）」業
務で登録されたデータ

「船舶運航動静通知（ＷＭＴ４１）」業務で登録・訂正・取消を行った日 63日

185 海側施設使用許可申請
ＤＢ

「海側施設使用許可申請（ＷＳＴ４
１）」業務で登録されたデータ

「海側施設使用許可申請（ＷＳＴ４１）」業務で登録・訂正・取消を行った日 63日

186 陸側施設使用許可申請
ＤＢ

「陸側施設使用許可申請（ＷＬＴ４
１）」業務で登録されたデータ

「陸側施設使用許可申請（ＷＬＴ４１）」業務で登録・訂正・取消を行った日 63日

187 ファイル申請ＤＢ 「ファイル申請（ＷＦＴ４１）」業務等で
登録されたデータ

「ファイル申請（ＷＦＴ４１）」業務等で登録・訂正・取消を行った日 63日

188 ＷｅｂＮＡＣＣＳ向け帳票
電文ＤＢ

帳票 業務によりＷｅｂＮＡＣＣＳ向けに帳票が登録された日 7日
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189 Ｗｅｂ送信保証電文ＤＢ 送信保証電文 業務により処理要求電文が送信された日 7日

①受信完了電文を受信した日
②帳票発生通知電文を取り出した日

1日

190 分割添付ファイル格納Ｄ
Ｂ

1日分の申告添付ファイル 業務により申告添付ファイルが登録された日 1日

191 Ｗｅｂ受信電文（植物検
疫）ＤＢ

処理要求電文 利用者から処理要求電文を受信した日 7日

処理結果電文を送信した日 1日

192 Ｗｅｂ受信電文（動物検
疫）ＤＢ

処理要求電文 利用者から処理要求電文を受信した日 7日

処理結果電文を送信した日 1日

193 Ｗｅｂ受信電文（海上入
出港）ＤＢ

処理要求電文 利用者から処理要求電文を受信した日 30日

処理結果電文を送信した日 1日

194 Ｗｅｂ受信電文（外為法）
ＤＢ

処理要求電文 利用者から処理要求電文を受信した日 30日

処理結果電文を送信した日 1日

195 Ｗｅｂ送信電文（植物検
疫）ＤＢ

処理結果電文 処理結果電文を送信した日 1日

196 Ｗｅｂ送信電文（動物検
疫）ＤＢ

処理結果電文 処理結果電文を送信した日 1日

197 Ｗｅｂ送信電文（海上入
出港）ＤＢ

処理結果電文 処理結果電文を送信した日 1日

198 Ｗｅｂ送信電文（外為法）
ＤＢ

処理結果電文 処理結果電文を送信した日 1日

199 ジョブ管理（港湾統計）Ｄ
Ｂ

ダウンロード要求情報 業務によりダウンロードボタンが押下された日 7日

200 ＭＰＮ通信制御情報DB ＭＰＮとの通信に使用する通信制御
情報

ＭＰＮとの通信に使用する通信制御情報を受信した日 1日

201 貿易関連書類電子保管
管理ＤＢ

貿易関連書類電子保管業務または
申告業務で保管された貿易関連書
類情報

利用者から処理要求電文を受信した日 1日

貿易関連書類電子保管業務または申告業務の実施日に貿易関連書類の保存期間を
加算した日

1日

202 社内整理番号管理ＤＢ 貿易関連書類電子保管業務で登録
される手仕舞い書類に設定された
社内整理番号

貿易関連書類電子保管業務で新たな社内整理番号を登録した日 1日

203 帳票電文（ＤＭＳ利用者
用）ＤＢ

申告業務で貿易関連書類自動保管
対象となった輸出入許可情報の帳
票電文

ＰＤＦ帳票作成処理が正常終了した日 1日

ＰＤＦ帳票作成処理が異常終了した日 36日

注１：管理資料情報及び原本情報はＮＡＳに登録される
注２：別ディレクトリへ移動されたあと、ＮＡＳに登録されてから６２日間保存される。保存期間中は再配信取出業務で取出し可能。
       ただし、随時報で取り出された場合は、削除される。

39/39 （注）保存期間の*印は日曜・祝日を除く日数とする


