
WebNACCS処理方式の追加申込

注 意
※netNACCSを利用されていない方が、新たにWebNACCS処理方式を追加される場合の
申込手順となります。

※netNACCSを利用されている方は、netNACCSの利用者ID、及び端末にてWebNACCSの
利用が可能です。

※WebNACCSで行える業務は限定されています。
詳細は、NACCS掲示板（用語説明｜WebNACCS）にて確認お願いします。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2014052000077/


お客様 NACCSセンター

１．変 更 申 込

現状の契約内容を確認した後、
画面に従ってお申込み下さい。

２．申込内容の確認

NSSにログインし、利用開始日を確認します。
また、申込内容に誤り等がないか確認下さい。
「システムサービス利用契約変更承認通知」（PDF形式）を出力し、
お手元にて大切に保存（保管）下さい。（利用開始日以降に出力できます）
※「システムサービス利用契約変更申込書」は任意で出力できます。（ご郵送の必要はございません）
印刷することも可能ですので、運用にあわせてお使い下さい。

確認完了メール

受付完了メール

審 査 終 了

デジタル証明書発行作業完了
作業完了メール

受 付

～申込から利用開始までの流れ～

2
★利用開始★（＝追加した利用者IDが使用できる日（ログオン可能となる日））

‥内容確認中‥

3．デジタル証明書取得

NSSにログインし、利用開始日までに
デジタル証明書の取得に必要なコード類をご確認の上、取得してください。
※手順については、NACCS掲示板ピックアップメニュー「パッケージ・ソフトデジタル証明書」＞
「デジタル証明書インストールツール（※有効期限チェック機能版）ダウンロード（手順書含む）」
をご確認ください。



①「契約内容確認」を押下します。

3

1. 変更申込

33

メニュー画面

3

ログイン画面
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②「netNACCS」、「一般NACCS」のタブを
開き、現在の利用者ID等を確認の上、
「契約情報を変更する」ボタンを押下します。

契約情報詳細表示画面 変更申込ガイダンス画面

③申込完了までの流れを確認し、
「申込内容選択へ進む」ボタンを押下します。

現在の情報を確認します
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④「識別番号（追加・削除）」、「webNACCS証明書の登録情報
（追加・削除）」を☑で選択し、「利用開始希望日」、「変更する理
由」を入力します。「申込担当者の入力へ進む」ボタンを押下します。

変更内容入力画面

webNACCS証明書の登録情報（追加・削除）

利用開始希望日
20181101

スケジュール表のシステム登録日（利用開始日）を入力してください。（こちらをご参照ください。）

利用開始日は「こちら」のリンクを押下し、
スケジュールを確認します
※スケジュール以外の日付を指定しますと、ご希望に添えな
い利用開始日となる場合があります。予めご了承ください。

枠内の申込については、
複数選択が可能です

契約内容を変更する理由を入力してください。
変更する理由の記載例については、こちらをご参照ください。

申込理由に関する項目

申込理由を入力の上、「申込担当者の入力へ進む」
を押下します。
※「こちら」のリンクで記載例が確認できます。

識別番号（追加・削除）
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⑤申込担当者の情報を入力・確認し、「次へ進む」ボタンを押下します。

申込担当者入力画面

申込受付・完了通知等は、 「申込担当者」及び「管理責任
者」宛にE-mailにてお知らせします。

申込担当者に変更があれば、上書きで修正ください。

NACCSセンターが当該申込に関する確認を行う際の連絡先
となります。
必ず申込を行った方の連絡先を入力してください。



⑥Web識別を追加する利用者コードの➊ボタンを押下し
ます。（→画面⑦へ遷移します）
画面⑦の入力が終了したら、「申込情報」にて内容を確認を
し、➍ボタンで次に進みます。

⑦「識別番号に関する項目」を入力し、➋ボタンを押下します。
内容を確認し❸ボタンで前画面⑥へ戻ります。

変更申込（利用者コード） 一覧入力画面

1ANAC

否

船舶代理店

1

webNACCS

船代 web 1

（例）「利用者コード：1ANAC」のwebNACCS用識別を追加する場合
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➊

➋

➌

詳細入力画面

申込情報

船代 インタ 1ANAC D01海上

複数の利用者コードの識別を追加する場合は、画面
⑥と画面⑦の手順を繰り返します。

←左画面（⑥）へ遷移

→右画面（⑦）へ遷移

➍

なし

契約情報

船代 web 1ANAC海上 1追加

業種：契約している利用者IDと
同一の業種を選択

処理方式：「webNACCS」を選択
識別数：「1」を入力× ○ × ×

通関 インタ 1BNAC A01海上 ○ ○ × ×

保税 インタ 1CNAC B01海上 ○ × ○ ×

保税 インタ 1DNAC B02海上 ○ × ○ ×

× ○ × ×

画面⑦で設定した情報が反映さ
れるので、内容を確認します
※修正する場合は「修正」ボタンを
押下します。



⑧WebNACCSで使用するパソコンの台数分のデジタル証明書数を入力の上、
「次へ進む」ボタンを押下します。

利用申込情報（論理端末）登録画面

2
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入力しないでください

webNACCSで使用するパソコン台数分を
入力してくだい。

webNACCSの追加に関する項目

論理端末の追加に関する項目

webNACCSの廃止に関する項目



変更申込登録完了画面

お問い合わせの際は、
こちらの番号をお伝え
下さい

利用申込の受付が完了しました。

⑩申込完了となります。

申込担当者・管理責任者宛に、受付完了E-mailを
自動送信します。

申込受付番号「180010A」

船代 web海上 × ○ × －追加 1ANAC 1

変更申込 入力確認画面

⑨変更内容に誤りがないか確認の上、
「申込内容を登録する」ボタンを押下します。
※誤り等があった場合には、各画面に戻って修正を行います。

追加 2

その他連絡事項などある場合は、
備考欄に入力します（任意）
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審査終了・
デジタル証明書発行まで
しばらくお待ちください

（回答は翌営業日以降になることがあります）
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ログイン画面

メニュー画面

【180010A】 利用申込の審査が終了しました。通知内容を確認してください。

①内容に問題なければ「利用申込確認完了のお知らせ」の
E-mailを弊社からお送りします。（ 申込担当者、および管理責任者 宛て ）

②E-mail内のリンクよりログインし、
該当の申込受付番号欄にある
「詳細」ボタンを押下します。

２．申込内容の確認
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ログイン画面

利用開始日は希望日と異なる場合がございますので、
確定した申込内容は必ずご確認ください。

E-mail送信

【利用申込確認完了のお知らせ】

【NSS】利用申込確認完了のお知らせ
○○株式会社 ××事業所 △△部
○○ ○○ 様

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（NACCSセンター）です。

NACCSのご利用ありがとうございます。
申込内容の確認が完了しました。

申込受付年月日：2018年XX月XX日
申込受付番号 ：180010A

以下のURLから確定した申込内容と利用開始日を必ずご確認ください。
NACCSサポートシステム<https://nss.nac6.naccs.jp/dfw/login/nsscoapp/>
トップメニュー 新着情報「詳細」 → 「ID通知内容」

：
：



システムサービス利用契約変更申込書

sample
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1300000A

c

2018/10/24

：

：
2018/11/01

確定した利用開始日を
確認します

③確定した利用開始日を確認の上、併せて変更申込を行った該当タブの内容を確認します。
「承認通知を出力する」ボタン及び「申込書を出力する」ボタンを押下すると、それぞれ帳票を出力することができます。

承認通知等を出力したら、「ID通知内容」ボタンを押下し、次へ進みます。
申込内容参照画面
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システムサービス利用契約変更承認通知

「承認通知」（PDF形式）は大切に保存（保管）
ください。（利用開始日以降に出力可能）
※「申込書」のご郵送は不要ですが、社内管理用
に印刷を可能としています。

sample

2018/10/16

「利用開始希望日」は、確定
した利用開始日と異なること
があります

次のページへ

「netNACCS」あるいは「一般
NACCS」のタブを開き、内容に
誤りがないか併せて確認します



********

NAC555

NAC

9999999

海上

2018/11/01

ID通知内容 参照画面

船代 web 1ANAC D0A ZZZZZZZZ

東京税関

当該画面を「画面コピー」等をし、紛失しないよう大切に保管ください。
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【パスワード参照期間】審査終了日から利用開始日の2営業日まで参照できます。

・「利用者コード」、「識別番号」及び「パスワード」は、
NACCSのログインID、パスワードとなります。

※パスワードは参照可能期間内に必ずご確認下さい。
参照可能期間を過ぎると、パスワードは参照できなくなり、
改めてパスワード再発行の手続きが必要となります。

12/2（月）～ 12/10（火） 12/11（水） 12/12（木） 12/13（金）

審査終了日
（ID払出し日）

利用開始日
利用開始日より
3営業日以降

参照可能 参照不可

参照期間例

④新しく払い出された「識別番号」「パスワード」を確認します。

海上



E-mail送信

【デジタル証明書発行完了のお知らせ】

【NSS】デジタル証明書発行完了のお知らせ
○○株式会社 ××事業所 △△部
○○ ○○ 様

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（NACCSセンター）です。

NACCSのご利用ありがとうございます。
デジタル証明書の発行が完了しました。
ご利用になる端末にデジタル証明書の取得作業を実施してください。

申込受付年月日：20XX年XX月XX日
申込受付番号 ：180010A

デジタル証明書取得の際に必要となる「認証コード」は、以下のURLからご確認ください。

NACCSサポートシステム<https://nss.nac6.naccs.jp/dfw/login/nsscoapp/>
トップメニュー 新着情報「詳細」→「ID通知内容」

デジタル証明書の取得手順は、以下のURLからご確認ください。

NSS電子申請情報ページ<https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/index.html>

＜ご利用にあたっての留意事項＞
・このメールは自動配信しています。こちらのメールは送信専用のため、直接返信いただいても
お問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
・ご不明な点・ご質問等がございましたら、下記までご連絡をお願いします。

ログイン画面

メニュー画面

②E-mail内のリンクよりログインし、
該当の申込受付番号欄にある
「詳細」ボタンを押下します。

【180010A】 デジタル証明書を発行しました。
NACCS掲示板よりデジタル証明書を取得の上、
適用作業を実施願います

３．デジタル証明書の確認

‥
‥
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「デジタル証明書」とは、インターネット回線を利用する
NACCSにおいて、お客様が正規のNACCS利用者であるこ
とを確認するための証明書です。

①「デジタル証明書発行完了のお知らせ」の
E-mailを弊社からお送りします。（管理責任者 宛て（申込担当者へは通知されません） ）



NACCS掲示板トップページ

1.デジタル証明書インストー
ルツール
（※有効期限チェック機能版）
ダウンロード（手順書含む）

‥
‥

c

③「ID通知内容」ボタンを押下します。 ④「論理端末/デジタル証明書」項目より各コードを確認の上、
デジタル証明書の取得を行ってください。

ID通知内容 参照画面

********

NAC555

NAC

9999999

海上

2018/11/01

申込内容 参照画面

東京税関

船代 web 1ANAC D0A ********海上
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端末ごとにデジタル証明書を取得してく
ださい。
※手順は、NACCS掲示板掲載の「netNACCS
専用デジタル証明書新規取得手順書」を参照くだ
さい。

‥

－ web － 999999 － XXXXXX XXXXXXX

デジタル証明書の取得作業には、
認証コード1、2が必要です。


