
 

対象業務一覧 

No 業務コード 区分 内容 

1 EDA 変更 輸出申告事項登録 

2 EDB 変更なし 輸出申告事項呼出し 

3 EDC 変更 輸出申告 

4 EDA01 変更 輸出申告変更事項登録 

5 EDD 変更なし 輸出申告変更事項呼出し 

6 EDE 変更 輸出申告変更 

7 EAA 変更 輸出許可内容変更申請事項登録 

8 EAC 変更 輸出許可内容変更申請 

9 EDY 変更 輸出申告変更（官署変更） 

12 IES 変更なし 輸出申告等一覧照会 

13 IEX 変更なし 輸出申告等照会 

14 CEW 変更 輸出申告搬入後処理 

16 IDA 変更 輸入申告事項登録 

17 SWA 変更 シングルウィンドウ輸入申告事項登録 

18 IDB 変更なし 輸入申告事項呼出し 

19 IDC 変更 輸入申告 

20 SWC 変更 シングルウィンドウ輸入申告 

21 IDA01 変更 輸入申告変更事項登録 

22 IDD 変更なし 輸入申告変更事項呼出し 

23 IDE 変更 輸入申告変更 

26 PAI 変更 許可・承認等情報登録（輸入通関） 

27 IDI 変更なし 輸入申告等一覧照会 

28 IID 変更なし 輸入申告等照会 

40 JAA 変更なし 外為法 新規・電子ライセンスの訂正申請 

41 JAB 変更なし 外為法 補正申請 

42 JAC 変更なし 外為法 取下申請 

43 JAD 変更なし 外為法 再発行申請 

44 JAF 変更なし 外為法 添付書類等追加申請 

45 JAG 変更なし 外為法 申請済み申請書取得 

46 JAH 変更なし 外為法 履行報告等申請 

47 JAI 変更なし 外為法 申請者情報照会 

48 JAJ/JAJ01 変更 外為法 申請者届出登録 

49 JAM 変更なし 外為法 必要添付書類等照会 

50 JAP 変更なし 外為法 進捗状況照会 

51 JCA 変更 外為法 通関業者指定 

52 JCC/JCC01 変更なし 外為法 指定済み通関業者解除 

53 JCI 変更なし 外為法 指定済み通関業者照会 

54 JTA01 変更 外為法 裏書情報登録（輸出） 

55 JTA02 変更 外為法 裏書情報登録（輸入） 

56 JTA03 変更 外為法 裏書情報登録（事前確認（水産物）） 

57 JTA04 変更 外為法 裏書情報登録（事前確認（ワシントン）） 

58 JTB 変更 外為法 裏書情報呼出し 

59 JTC/JTC01 変更 外為法 裏書取消 

60 JTL 変更 外為法 電子ライセンス情報照会（税関用） 

61 JTS 変更なし 外為法 電子ライセンス情報照会 

62 JTU 変更なし 外為法 裏書情報照会 

63 JTZ 新規 外為法 突合情報登録 

64 JTJ 新規 外為法 突合情報照会 

65 JTM 新規 外為法 裏落数量一覧照会 
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１／１

区分 ページ

海上航空共通

総合運転試験用データ利用

ルート番号

RT-C-EX01

（凡例）

ＸＸＸ 総合運転試験用データとして登録済みの業務

総合運転試験用データを利用して実施する業務ＸＸＸ　●

上流業務を実施した後に実施する業務ＸＸＸ　○

実施可能業種

通関業（ダミー利用者ＩＤ）

EDB　○

輸出申告事項呼出し

EDA＊２　●

輸出申告事項登録

EDD　○

輸出申告変更事項呼出し

EDE　○

輸出申告変更

EDA0１　○

輸出申告変更事項登録

「あて先官署コード」：ダミー利用者通知情報を参照
「画面コード」：SEAまたはAIR

「輸入承認証番号等」：ダミー電子ライセンス番号を入力

総合運転試験データ用は、左記の業務が事前に実施されています。
左記の業務に関しては、実施する必要がありません。

輸出申告事項登録

EDA

【税関】
審査終了
許可

申告変更を行う場合

JTB　●

外為法　裏書情報呼出し

IES＊１　●

輸出申告等一覧照会

JTA＊２　○

外為法　裏書情報登録（輸出）

＊１：ダミー利用者ＩＤに関連した申告番号を確認
＊２：各種申告/裏書情報を登録（別紙参照）

貿易管理サブシステム　第6次NACCS統合
総合運転試験　実施可能業務

EDC　○

輸出申告

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

申告内容に訂正がある場合

「突合総合結果」：FL／NGの場合で、
裏書内容に訂正がある場合　

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理が自動起動

JTB　○

外為法　裏書情報呼出し

JTA　○

外為法　裏書情報登録（輸出）

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

申告内容に訂正がある場合　
「突合総合結果」：FL／NGの場合で、

裏書内容に訂正がある場合　

ＪＴＡ業務の「突合業務の起動」に
☑すると、突合処理が自動起動

ＪＴＡ業務の「突合業務の起動」に
☑すると、突合処理が自動起動

EDB　○

輸出申告事項呼出し

EDA＊２　○

輸出申告事項登録

突合処理が自動起動

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：IVの場合、手動起動

「突合総合結果」：IVの場合、手動起動

JＴＭ　○

外為法　裏落数量一覧照会

JＴＭ　○

外為法　裏落数量一覧照会
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１／１

区分 ページ

海上航空共通

総合運転試験用データ利用

ルート番号

RT-C-EX02

（凡例）

ＸＸＸ 総合運転試験用データとして登録済みの業務

総合運転試験用データを利用して実施する業務ＸＸＸ　●

上流業務を実施した後に実施する業務ＸＸＸ　○

実施可能業種

通関業（ダミー利用者ＩＤ）

EDB　○

輸出申告事項呼出し

EDA＊２　●

輸出申告事項登録

EDD　○

輸出申告変更事項呼出し

EDE　○

輸出申告変更

EDA0１　○

輸出申告変更事項登録

「あて先官署コード」：ダミー利用者通知情報を参照
「画面コード」：SEAまたはAIR

「輸入承認証番号等」：ダミー電子ライセンス番号を入力

総合運転試験データ用は、左記の業務が事前に実施されています。
左記の業務に関しては、実施する必要がありません。

輸出申告事項登録

EDA

【税関】
審査終了
許可

申告変更を行う場合

IES＊１　●

輸出申告等一覧照会

＊１：ダミー利用者ＩＤに関連した申告番号を確認
＊２：各種申告/裏書情報を登録（別紙参照）

貿易管理サブシステム　第6次NACCS統合
総合運転試験　実施可能業務

EDC　○

輸出申告

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

「突合総合結果」：FL／NGの場合で、
申告内容に訂正がある場合

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理が自動起動

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

「突合総合結果」：FL／NGの場合で、
申告内容に訂正がある場合

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理（JTZ）

突合処理が自動起動

突合処理（JTZ）
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１／１

区分 ページ

海上航空共通

総合運転試験用データ利用

ルート番号

RT-C-IM01

（凡例）

ＸＸＸ 総合運転試験用データとして登録済みの業務

総合運転試験用データを利用して実施する業務ＸＸＸ　●

上流業務を実施した後に実施する業務ＸＸＸ　○

実施可能業種

通関業（ダミー利用者ＩＤ）

IDB　○

輸入申告事項呼出し

IDA＊２　●

輸入申告事項登録

IDD　○

輸入申告変更事項呼出し

IDE　○

輸入申告変更

IDA0１　○

輸入申告変更事項登録

「あて先官署コード」：ダミー利用者通知情報を参照
「システム識別」：海上または航空

「輸入承認証番号等」：ダミー電子ライセンス番号を入力

総合運転試験データ用は、左記の業務が事前に実施されています。
左記の業務に関しては、実施する必要がありません。

輸入申告事項登録

IDA

【税関】
審査終了
許可

申告変更を行う場合

JTB　●

外為法　裏書情報呼出し

IDI＊１　●

輸入申告等一覧照会

JTA＊２　○

外為法　裏書情報登録（輸入）

＊１：ダミー利用者ＩＤに関連した申告番号を確認
＊２：各種申告/裏書情報を登録（別紙参照）

貿易管理サブシステム　第6次NACCS統合
総合運転試験　実施可能業務

IDC　○

輸入申告

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

申告内容に訂正がある場合

「突合総合結果」：FL／NGの場合で、
裏書内容に訂正がある場合　

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理が自動起動

JTB　○

外為法　裏書情報呼出し

JTA　○

外為法　裏書情報登録（輸入）

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：OK／RS／MNの場合、申告可能

JTJ　○

外為法　突合情報照会

申告内容に訂正がある場合　
「突合総合結果」：FL／NGの場合で、

裏書内容に訂正がある場合　

ＪＴＡ業務の「突合業務の起動」に
☑すると、突合処理が自動起動

ＪＴＡ業務の「突合業務の起動」に
☑すると、突合処理が自動起動

IDB　○

輸入申告事項呼出し

IDA＊２　○

輸入申告事項登録

突合処理が自動起動

「突合総合結果」：NGで、
JTJ業務で「不突合理由」を
入力する場合

突合処理（JTZ）

「突合総合結果」：IVの場合、手動起動

「突合総合結果」：IVの場合、手動起動

JＴＭ　○

外為法　裏落数量一覧照会

JＴＭ　○

外為法　裏落数量一覧照会
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１／１

区分 ページ

海上航空共通

総合運転試験用データ利用

ルート番号

RT-C-LI01

（凡例）

ＸＸＸ 総合運転試験用データとして登録済みの業務

総合運転試験用データを利用して実施する業務ＸＸＸ　●

上流業務を実施した後に実施する業務ＸＸＸ　○

実施可能業種

通関業（ダミー利用者ＩＤ）

総合運転試験データ用は、左記の業務が事前に実施されています。
左記の業務に関しては、実施する必要がありません。

外為法　新規・電子ライセンスの
訂正申請

ＪＡＡ

JTS＊１　●

外為法　電子ライセンス情報照会

＊１：ダミー利用者ＩＤに関連した電子ライセンス番号を確認

貿易管理サブシステム　第6次NACCS統合
総合運転試験　実施可能業務

外為法　電子ライセンス情報照会

ＪＴＳ

外為法　通関業者指定

ＪＣＡ

【経済産業省】
ライセンス発給

【輸出入者】

5/5


