
（注）本表は、「多数件処理業務」が「元業務」に代り自動起動する場合の処理内容等について記述したものである。

処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング

ＥＤＣ １ＥＤ １輸出申告単位 ＢＩＣ 搬入確認登録（輸出未通関）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＶＡＮ バンニング情報登録（コンテナ単位）

ＶＡＥ バンニング情報登録（輸出管理番号単位）

ＶＡＡ バンニング情報追加

ＶＡＤ バンニング情報訂正

ＥＤＣ 輸出申告 ３ＥＤ 輸出申告（開庁時自動起
動）

１輸出申告単位 有 時間起動

ＵＥＣ １ＵＥ ＢＩＣ 搬入確認登録（輸出未通関）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＶＡＮ バンニング情報登録（コンテナ単位）

ＶＡＥ バンニング情報登録（輸出管理番号単位）

ＶＡＡ バンニング情報追加

ＶＡＤ バンニング情報訂正

ＵＥＣ 別送品輸出申告 ３ＵＥ 別送品輸出申告（開庁時
自動起動）

１別送品輸出申
告単位

有 時間起動

ＤＣＬ０２ 卸コンテナ情報登録（提
出）

１ＤＣ 卸コンテナ情報登録（多
数件処理）

１船会社単位 有 ＰＩＤ 到着確認登録

ＰＫＩ 船卸確認登録（一括）

ＤＣＬ０２ 卸コンテナ情報登録（提
出）

３ＤＣ 卸コンテナ情報登録（開
庁時自動起動）

１船会社単位 無

ＯＬＣ／ 保税運送申告 １ＯＴ ＰＫＫ 船卸確認登録（個別）

ＯＬＣ２０ ＰＫＩ 船卸確認登録（一括）

ＢＩＡ 搬入確認登録（保税運送貨物）

ＣＴＳ 混載貨物確認登録

ＣＹＥ システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＶＡＮ バンニング情報登録（コンテナ単位）

ＶＡＥ バンニング情報登録（輸出管理番号単位）

ＶＡＡ バンニング情報追加

ＶＡＤ バンニング情報訂正

別送品輸出申告（自動起
動）

有

１別送品輸出申
告単位

保税運送申告（自動起
動）

保税運送申告に係る搬入時申告を行う旨
が登録されている貨物が、発送地へ船卸ま
たは搬入された場合

１Ｂ／Ｌ番号単位
※搬入時は複数
Ｂ／Ｌ単位が可能

時間起動

到着即時自動起動の旨が登録され、到着
確認が完了した場合、または船卸確認登
録（一括）業務にて併せで卸コンテナ情報
登録を行う旨及び開庁時登録の旨が登録
された場合

別送品輸出申告に係る搬入時申告を行う
旨が登録されている貨物が、通関予定蔵
置場を含む分散蔵置先に全量搬入された
場合

有

付表7-2　多数件処理業務一覧（自動起動処理（パターン２））

元業務 多数件業務

輸出申告（自動起動）輸出申告

     ＜海上関連業務＞

輸出申告に係る搬入時申告を行う旨が登
録されている貨物が、通関予定蔵置場を含
む分散蔵置先に全量搬入された場合

有

別送品輸出申告
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＯＬＣ／
ＯＬＣ２０

保税運送申告 ３ＯＴ 保税運送申告（開庁時自
動起動）

１保税運送申告
単位

有 時間起動
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＩＤＣ 輸入申告 １ＤＡ ＰＫＫ 船卸確認登録（個別）

ＰＫＩ 船卸確認登録（一括）

ＢＩＡ 搬入確認登録（保税運送貨物）

ＣＴＳ 混載貨物確認登録

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＩＤＣ 輸入申告 １ＩＤ ＰＫＫ 船卸確認登録（個別）

ＰＫＩ 船卸確認登録（一括）

ＢＩＡ 搬入確認登録（保税運送貨物）

ＢＩＢ システム外搬入確認（輸入貨物）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＣＴＳ 混載貨物確認登録

ＣＹＥ システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）

ＰＩＤ 到着確認登録

ＤＭＦ 積荷目録提出

ＮＶＣ０１ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除）

ＮＶＣ０２ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け）

ＩＤＣ 輸入申告 ３ＩＤ 輸入申告（開庁時自動起
動）

１輸入申告等単
位

有 時間起動

ＩＤＣ 輸入申告 １ＳＷ シングルウィンドウ輸入申
告（自動起動）

１輸入申告等単
位

有 ＳＷＣ シングルウィンドウ輸入申告 －

ＭＷＣ 石油製品等移出（総保
出）輸入申告

３ＭＷ 石油製品等移出（総保
出）輸入申告（開庁時自
動起動）

１移出輸入申告
等単位

有 時間起動

ＣＥＡ 輸入申告審査終了 ３ＣＥ 輸入申告審査終了（自動
起動）

１輸入申告等単
位

有 時間起動

ＣＯＷ 保留解除 １ＣＷ０１ 保留解除等（自動起動） １輸入申告等単
位

無 関連省庁関連業務 システムにより他法令手続きの証明を行う
場合で、当該輸入申告等が、他法令手続
待ちで許可・承認が保留となり、関連省庁
関連業務により他法令手続が承認等となっ
た場合

ＣＯＷ 保留解除 ３ＣＷ 保留解除（開庁時自動起
動）

１輸入申告等単
位

無 １ＣＷ０１ 保留解除等（自動起動） 時間起動

輸入申告等に係る予備申告（搬入時自動
起動）を行う旨が登録されている貨物が、
通関予定蔵置場へ船卸または搬入された
場合

輸入申告等に係る搬入時申告を行う旨が
登録されている貨物が、通関予定蔵置場
へ船卸または搬入された場合

輸入申告（本申告自動起
動）

輸入申告（自動起動）

有

有

１輸入申告等単
位

１輸入申告等単
位
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＣＯＷ １ＳＲ ＳＥＲ 担保登録

ＣＴＴ 担保提供書審査終了

ＣＯＷ ３ＳＲ ＳＥＲ 担保登録

ＣＴＴ 担保提供書審査終了

－ － ＭＰ１ ＭＰＮ照会 １納付番号単位 無 ＡＴＭ等のチャネルからの照会依頼 マルチペイメントネットワークから照会依頼
電文を受信した場合

－ ＭＰ２ １納付番号単位 ＡＴＭ等のチャネルからの国庫金消込依頼 マルチペイメントネットワークから国庫金消
込依頼電文を受信した場合

１申告等単位 リアルタイム口座用Ｗｅｂサーバより、「オン
ライン・リアルタイム口座引落とし結果が正
常終了」の旨の処理結果を受信した場合

ＭＰ２ ＭＰＮ消込 ３ＭＰ ＭＰＮ消込（開庁時自動起
動）

１納付番号単位 無 時間起動

－ － ２ＫＺ 特例申告口座一括引落と
し（バッチ起動）

１一括納付書番
号及び１受入科
目単位

無 時間起動

－ － ＲＢ１ リアルタイム口座引落とし
結果確認

１申告等単位 有
（とん税等納付申告の

場合のみ）

リアルタイム口座用Ｗｅｂサーバより、処理
結果を受信した場合

ＣＥＷ １ＣＥ ＢＩＣ 搬入確認登録（輸出未通関）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＶＡＮ バンニング情報登録（コンテナ単位）

ＶＡＥ バンニング情報登録（輸出管理番号単位）

ＶＡＡ バンニング情報追加

ＶＡＤ バンニング情報訂正

ＣＥＷ 輸出申告搬入後処理 ３ＥＷ 輸出申告搬入後処理（開
庁時自動起動）

１輸出申告単位
／１別送品輸出
申告単位

有 時間起動

ＲＰ２ 手数料領収確認 １ＣＰ 不開港出入許可申請審
査終了（自動起動）

１申請番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

－ － １ＡＣ 指定地外貨物検査許可
申請審査終了（自動起
動）

１申請番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

－ － １ＨＩ 汎用申請手数料納付番
号通知（自動起動）

１受理番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

ＰＡＩ 許可・承認等情報登録
（輸入通関）

１ＣＨ 汎用申請審査終了（多数
件処理）

１汎用申請受理
番号単位

有 許可・承認等情報登録（輸入通関）とあわ
せて汎用申請の審査終了登録を行う場合

保留解除

ＭＰＮ消込

輸出申告搬入後処理（自
動起動）

輸出申告搬入後処理

保留解除

－

時間起動

担保保留解除（自動起
動）

有１輸入申告等単
位

１輸出申告単位
／１別送品輸出
申告単位

担保保留解除（開庁時自
動起動）

輸出申告または別送品輸出申告に係る搬
入前申告済みの貨物が、通関予定蔵置場
を含む分散蔵置先に全量搬入された場合

担保不足となっている輸入申告等につい
て、個別担保の登録または積み増しを行っ
た場合

１輸入申告等単
位

有

無

有
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＰＡＥ 許可・承認等情報登録
（輸出通関）

１ＣＨ 汎用申請審査終了（多数
件処理）

１汎用申請受理
番号単位

有 許可・承認等情報登録（輸出通関）とあわ
せて汎用申請の審査終了登録を行う場合

ＩＦＡ 食品等輸入届出事項登
録

１ＦＡ 食品等輸入届出事項登
録（自動起動）

１届出番号単位 有 ＳＷＡ シングルウィンドウ輸入申告事項登録 シングルウィンドウ輸入申告事項登録とあ
わせて食品等輸入届出事項登録を行う場
合

ＩＦＣ 食品等輸入届出 １ＦＣ 食品等輸入届出（自動起
動）

１届出番号単位 有 ＳＷＣ シングルウィンドウ輸入申告 輸入申告された情報に食品等輸入届出に
係る情報がリンクされている場合

ＩLＣ 輸入畜産物検査申請 １ＩＬ ＰＫＩ 船卸確認登録（一括）

ＰＫＫ 船卸確認登録（個別）

ＣＹＡ ＣＹ搬入確認登録

ＣＹＢ システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位）

ＣＹＤ システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）

ＣＹＥ システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）

ＢＩＢ システム外搬入確認（輸入貨物）

ＢＩＡ 搬入確認登録（保税運送貨物）

ＣＴＳ 混載貨物確認登録

ＳＩＫ 資金徴収登録 １ＳＫ 資金徴収登録（自動起
動）

申請単位 無 ＲＰＣ 汎用申請手数料等納付申請 国際観光旅客税にかかる汎用申請受理番
号を入力した場合

－ － 1COPR ＩＤＣ 輸入申告

１ＩＤ 輸入申告（本申告自動起動）
３ＩＤ 輸入申告（開庁時自動起動）
ＣＥＡ 輸入申告審査終了
ＣＥＡ０１ 輸入申告審査終了（強制入力）
ＣＯＷ 保留解除
１ＣＷ０１ 保留解除等（自動起動）
３ＣＷ 保留解除（開庁時自動起動）
１ＳＲ 担保保留解除（自動起動）
３ＳＲ 担保保留解除（開庁時自動起動）
ＲＣＣ 領収確認
ＲＣＣ２０ 領収確認（強制入力）
ＲＣＣ０１ 領収確認（他官署強制入力）
ＲＣＣ３０ 領収確認（バーコードリーダ）
ＲＣＣ４０ 領収確認・済通登録（バーコードリーダ）
ＧＦＧ 減額調定・不納欠損登録
ＧＦＧ２０ 減額調定・不納欠損登録（強制入力）
ＭＰＦ ＭＰＮ強制消込
ＭＰ２ ＭＰＮ消込
３ＭＰ ＭＰＮ消込（開庁時自動起動）
1COPR 原産地証明書情報系帳票出力

輸入畜産物検査申請（到
着後申請自動起動）

輸入畜産物に係る到着後申請自動起動を
行う旨が登録されている貨物が、船卸また
は搬入された場合

申請単位 無

原産地証明書情報系帳
票出力

利用者単位／Ｎ
－Ｃ／Ｏ番号単
位

無 輸入申告において、電子原産地証明書に
かかる入力がある場合
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＥＤＣ １ＥＤ １輸出申告単位 ＢＩＩ０１ 個別搬入確認登録

ＢＩＬ０１ 一括搬入確認登録

ＥＤＣ 輸出申告 ３ＥＤ 輸出申告（開庁時申告） １輸出申告単位 有 時間起動

ＥＡＣ 輸出許可内容変更申請 １ＥＡ 輸出許可内容変更申請
（多数件業務）

１輸出申告単位 有 ＥＡＭ０１ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） －

ＵＥＣ １ＵＥ ＢＩＩ０１ 個別搬入確認登録

ＢＩＬ０１ 一括搬入確認登録

ＵＥＣ 別送品輸出申告 ３ＵＥ 別送品輸出申告（開庁時
申告）

１別送品輸出申
告単位

有 時間起動

ＵＡＣ 別送品輸出許可内容変
更申請

１ＵＡ 別送品輸出許可内容変
更申請（多数件業務）

１別送品輸出申
告単位

有 ＥＡＭ０１ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） －

ＭＥＣ １ＭＥ ＢＩＩ０１ 個別搬入確認登録

ＢＩＬ０１ 一括搬入確認登録

ＭＥＣ 輸出マニフェスト通関申告 ３ＭＥ 輸出マニフェスト通関申告
（開庁時申告）

１輸出マニフェス
ト通関申告単位

有 時間起動

ＭＡＦ 輸出マニフェスト通関申告
許可内容変更申請

１ＭＡ 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）

１輸出マニフェス
ト通関申告単位

有 ＥＡＭ０１ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） －

ＣＥＷ １ＣＥ ＢＩＩ０１ 個別搬入確認登録

ＢＩＬ０１ 一括搬入確認登録

ＣＥＷ 輸出申告搬入後処理 ３ＥＷ 輸出申告搬入後処理（開
庁時自動起動）

１輸出申告単位
／１別送品輸出
申告単位／１輸
出マニフェスト通
関申告単位

有 時間起動

別送品輸出申告

輸出申告（自動起動）
輸出申告（本申告自動起
動）

輸出申告

輸出マニフェスト通関申告

有１別送品輸出申
告単位

１輸出マニフェス
ト通関申告単位

有

有

輸出マニフェスト通関申告
（自動起動）
輸出マニフェスト通関申告
（本申告自動起動）

輸出申告搬入後処理 輸出申告搬入後処理（自
動起動）

別送品輸出申告に係る搬入時申告を行な
う旨が登録されている貨物が搬入された場
合

輸出申告に係る搬入時申告を行なう旨が
登録されている貨物が搬入された場合

有

輸出マニフェスト通関申告に係る搬入時申
告を行なう旨が登録されている貨物が搬入
された場合

輸出申告、別送品輸出申告または輸出マ
ニフェスト通関申告に係る搬入前申告済み
の貨物が搬入された場合

１輸出申告単位
／１別送品輸出
申告単位／１輸
出マニフェスト通
関申告単位

     ＜航空関連業務＞

別送品輸出申告（自動起
動）
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＩＤＣ 輸入申告 １ＩＤ １輸入申告等単位 ＡＣＨ ＡＷＢ情報登録（輸入）

ＰＫＧ 貨物確認情報登録

ＣＡＷ ＡＷＢ情報訂正

ＣＰＫ 貨物確認情報訂正

ＨＣＨ０１ ＨＡＷＢ情報登録（輸入）

ＨＰＫ 混載貨物確認情報登録

ＣＨＡ ＨＡＷＢ情報訂正

ＣＨＰ 混載貨物確認情報訂正

ＯＩＮ 搬入確認登録（システム対象外保税運送）

ＫＡＭ０１ 貨物移動情報登録

ＯＵＴ 搬出確認登録（一般）

ＢＩＮ０１ 搬入確認登録（システム対象内保税運送）

ＣＡＩ０１ 輸入貨物情報変更登録

ＩＤＣ 輸入申告 ３ＩＤ 輸入申告（開庁時申告） １輸入申告等単
位

有 時間起動

ＩＤＣ 輸入申告 １ＳＷ シングルウィンドウ輸入申
告（自動起動）

１輸入申告等単
位

有 ＳＷＣ シングルウィンドウ輸入申告 －

ＭＷＣ 石油製品等移出（総保
出）輸入申告

３ＭＷ 石油製品等移出（総保
出）輸入申告（開庁時申
告）

１移出輸入申告
等単位

有 時間起動

ＣＥＡ 輸入申告審査終了 ３ＣＥ 輸入申告審査終了（自動
起動）

１輸入申告等単
位

有 時間起動

ＭＩＣ １ＭＩ ＡＣＨ ＡＷＢ情報登録（輸入）

ＰＫＧ 貨物確認情報登録

ＣＡＷ ＡＷＢ情報訂正

ＣＰＫ 貨物確認情報訂正

ＨＣＨ０１ ＨＡＷＢ情報登録（輸入）

ＨＰＫ 混載貨物確認情報登録

ＣＨＡ ＨＡＷＢ情報訂正

ＣＨＰ 混載貨物確認情報訂正

ＯＩＮ 搬入確認登録（システム対象外保税運送）

ＫＡＭ０１ 貨物移動情報登録

ＯＵＴ 搬出確認登録（一般）

ＢＩＮ０１ 搬入確認登録（システム対象内保税運送）

ＣＡＩ０１ 輸入貨物情報変更登録

ＭＩＣ 輸入マニフェスト通関申告 ３ＭＩ 輸入マニフェスト通関申告
（開庁時申告）

１輸入マニフェス
ト通関申告単位

有 時間起動

輸入申告（本申告自動起
動）

有

輸入マニフェスト通関申告等に係る予備申
告（本申告自動起動)、到着即時輸入申告
扱いに係る予備申告が登録されている貨
物に対して、当該業務により通関予定蔵置
場で貨物の到着、貨物の突合または貨物
の搬入等が行なわれた場合

輸入申告等に係る予備申告（本申告自動
起動)、到着即時輸入申告扱いに係る予備
申告または貨物到着前輸入申告扱いに係
る予備申告が登録されている貨物に対し
て、当該業務により通関予定蔵置場で貨物
の到着、貨物の突合または貨物の搬入等
が行なわれた場合

輸入マニフェスト通関申告 輸入マニフェスト通関申告
（本申告自動起動）

１輸入マニフェス
ト通関申告単位

有
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＣＯＷ 保留解除 ３ＣＷ 保留解除（開庁時自動起
動）

１輸入申告等単
位

無 １ＣＷ０１ 保留解除等（自動起動） 時間起動

ＣＯＷ 保留解除 １ＳＲ 担保保留解除（自動起
動）

１輸入申告等単
位

無 ＳＥＲ 担保登録 担保不足となっている輸入申告等につい
て、個別担保の登録または積み増しを行っ
た場合

ＣＯＷ 保留解除 ３ＳＲ 担保保留解除（開庁時自
動起動）

１輸入申告等単
位

無 ＳＥＲ 担保登録 時間起動

－ １ＨＡ０１ ＡＤＭ０１ 積荷目録事前報告

ＡＣＨ ＡＷＢ情報登録（輸入）

ＣＡＷ ＡＷＢ情報訂正

ＯＩＮ 搬入確認登録（システム対象外保税運送）

ＫＡＭ０１ 貨物移動情報登録

ＯＵＴ 搬出確認登録（一般）

－ － １ＨＡ０２ ＨＡＷＢ貨物本申告自動
起動２

４０ＨＡＷＢ単位 無 １ＨＡ０１ ＨＡＷＢ貨物本申告自動起動１ 当該ＭＡＷＢに係るＨＡＷＢについて、到着
即時輸入申告扱いに係る予備申告または
貨物到着前輸入申告扱いに係る予備申告
が登録されている場合

－ － １ＯＬ 保税運送申告（多数件処
理）

１ＡＷＢ単位 無 ＰＫＧ 貨物確認情報登録 ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ）業務により、保
税運送申告自動起動の旨を登録した貨物
について、ＵＬＤインタクト貨物に対するＰＫ
Ｇ業務を行った場合

－ － ＭＰ１ ＭＰＮ照会 １納付番号単位 無 ＡＴＭ等のチャネルからの照会依頼 マルチペイメントネットワークから照会依頼
電文を受信した場合

－ ＭＰ２ １納付番号単位 ＡＴＭ等のチャネルからの国庫金消込依頼 マルチペイメントネットワークから国庫金消
込依頼電文を受信した場合

１申告等単位 リアルタイム口座用Ｗｅｂサーバより、「オン
ライン・リアルタイム口座引落とし結果が正
常終了」の旨の処理結果を受信した場合

ＭＰ２ ＭＰＮ消込 ３ＭＰ ＭＰＮ消込（開庁時自動起
動）

１納付番号単位 無 時間起動

－ － ＲＢ１ リアルタイム口座引落とし
結果確認

１申告等単位 無 リアルタイム口座用Ｗｅｂサーバより、処理
結果を受信した場合

ＲＰ２ 手数料領収確認 １ＣＰ 不開港出入許可申請審
査終了（自動起動）

１申請番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

無－

－ ＨＡＷＢ貨物本申告自動
起動１

１ＭＡＷＢ単位 無 当該ＭＡＷＢに係るＨＡＷＢについて、到着
即時輸入申告扱いに係る予備申告（税関
空港で貨物を引き取る場合）または貨物到
着前輸入申告扱いに係る予備申告が登録
されている場合

当該ＭＡＷＢに係るＨＡＷＢで到着即時輸
入申告扱いの予備申告（航空貨物の集積
場所で貨物を引き取る場合）が登録されて
いる場合

ＭＰＮ消込
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

－ － １ＡＣ 指定地外貨物検査許可
申請審査終了（自動起
動）

１申請番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

－ － １ＨＩ 汎用申請手数料納付番
号通知（自動起動）

１受理番号単位 有 ＲＥＰＳより手数料払込完了の旨を受信した
場合

ＰＡＩ 許可・承認等情報登録
（輸入通関）

１ＣＨ 汎用申請審査終了（多数
件処理）

１汎用申請受理
番号単位

有 許可・承認等情報登録（輸入通関）とあわ
せて汎用申請の審査終了登録を行う場合

ＰＡＥ 許可・承認等情報登録
（輸出通関）

１ＣＨ 汎用申請審査終了（多数
件処理）

１汎用申請受理
番号単位

有 許可・承認等情報登録（輸出通関）とあわ
せて汎用申請の審査終了登録を行う場合

ＩＦＡ 食品等輸入届出事項登
録

１ＦＡ 食品等輸入届出事項登
録（自動起動）

１届出番号単位 有 ＳＷＡ シングルウィンドウ輸入申告事項登録 シングルウィンドウ輸入申告事項登録とあ
わせて食品等輸入届出事項登録を行う場
合

ＩＦＣ 食品等輸入届出 １ＦＣ 食品等輸入届出（自動起
動）

１届出番号単位 有 ＳＷＣ シングルウィンドウ輸入申告 輸入申告された情報に食品等輸入届出に
係る情報がリンクされている場合

ＩLＣ 輸入畜産物検査申請 １ＩＬ ＰＫＧ 貨物確認情報登録

ＣＰＫ 貨物確認情報訂正

ＨＰＫ 混載貨物確認情報登録

ＣＨＰ 混載貨物確認情報訂正

ＯＩＮ 搬入確認登録（システム対象外保税運送）

ＡＣＨ ＡＷＢ情報登録（輸入）

ＣＡＷ ＡＷＢ情報訂正

ＨＣＨ０１ ＨＡＷＢ情報登録（輸入）

ＣＨＡ ＨＡＷＢ情報訂正

ＣＡＩ０１ 輸入貨物情報変更登録

ＳＩＫ 資金徴収登録 １ＳＫ 資金徴収登録（自動起
動）

申請単位 無 ＲＰＣ 汎用申請手数料等納付申請 国際観光旅客税にかかる汎用申請受理番
号を入力した場合

－ － 1COPR ＩＤＣ 輸入申告

１ＩＤ 輸入申告（本申告自動起動）
３ＩＤ 輸入申告（開庁時自動起動）
ＣＥＡ 輸入申告審査終了
ＣＥＡ０１ 輸入申告審査終了（強制入力）
ＣＯＷ 保留解除
１ＣＷ０１ 保留解除等（自動起動）
３ＣＷ 保留解除（開庁時自動起動）
１ＳＲ 担保保留解除（自動起動）
３ＳＲ 担保保留解除（開庁時自動起動）
ＲＣＣ 領収確認
ＲＣＣ２０ 領収確認（強制入力）
ＲＣＣ０１ 領収確認（他官署強制入力）
ＲＣＣ３０ 領収確認（バーコードリーダ）
ＲＣＣ４０ 領収確認・済通登録（バーコードリーダ）
ＧＦＧ 減額調定・不納欠損登録

原産地証明書情報系帳
票出力

利用者単位／Ｎ
－Ｃ／Ｏ番号単
位

無 輸入申告において、電子原産地証明書に
かかる入力がある場合

輸入畜産物検査申請（到
着後申請自動起動）

無 輸入畜産物に係る到着後申請自動起動を
行う旨が登録されている貨物が、当該業務
により貨物の突合または貨物の搬入等が
行なわれた場合

申請単位
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処理単位 処理結果通知の有無 多数件業務の起動タイミング元業務 多数件業務

ＧＦＧ２０ 減額調定・不納欠損登録（強制入力）
ＭＰＦ ＭＰＮ強制消込
ＭＰ２ ＭＰＮ消込
３ＭＰ ＭＰＮ消込（開庁時自動起動）
1COPR 原産地証明書情報系帳票出力

原産地証明書情報系帳
票出力

利用者単位／Ｎ
－Ｃ／Ｏ番号単
位

無 輸入申告において、電子原産地証明書に
かかる入力がある場合
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