
専用線（インタラクティブ端末）の廃止申込

注意
回線の廃止は「15営業日」かかりますので、余裕をもってお申込み下さい。
※上記日数よりも短い期間での申込みの場合、ご希望の日程に添えない
場合があります。

※屋内配線が自社手配の場合は、別途屋内回線提供事業者へ直接
屋内配線廃止を申込していただく必要があります。

※一般NACCSを専用線かつインタラクティブ端末のみで利用されている
お客様の入力例となります。



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

受 付

～申込から利用開始までの流れ～

★利用開始★（＝ 廃止申込を行った回線が使用できなくなる日）

‥内容確認中‥

------------------------------------------★回線の日程調整★--------------------------------------------------

工 事 完 了
工事完了メール
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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



②「一般NACCS」タブを開き、
現在の一般NACCS回線（台数等）を確認の上、
「契約情報を変更する」ボタンを押下します。

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。

契約情報詳細表示画面

‥

現在の情報を
確認します
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④下記の3項目を☑で選択し、
「利用開始希望日」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

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。

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）

一般NACCS回線の登録情報（追加・変更・廃止）

料金プラン（ＡプランまたはＢプランの選択）
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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。
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⑥廃止する利用者ID（処理方式「インタ」 ）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、

➌ボタンで次に進みます。

⑦廃止申込を行いたい識別番号を☑で選択します。
➋ボタンを押下し、前の画面⑥に戻ります。

詳細入力画面

通関 インタ 1ANAC A01海上

1ANAC

A01インタ通関

：

なし

複数の利用者IDを廃止する場合は、画面⑥と画面⑦の
手順を繰り返します。

➌

➊

➋

（例）「利用者ID：1ANACA01」を廃止する場合

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。

申込情報

←左画面（⑥）へ遷移

→右画面（⑦）へ遷移

処理方式「インタ」の
「識別番号の廃止」の
チェックボックスに
☑します。

変更申込（利用者コード） 一覧入力画面

A0Anet通関

○ × ○ ×

通関 net 1ANAC A0A海上 ○ × ○ ×

通関 インタ 1ANAC A01海上 ○ × ○ －廃止

契約情報

7



※回線の廃止に伴い
その配下の論理端末も
自動的に廃止となります。
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⑧廃止する回線のルータ番号を確認し、「廃止」ボタンを押下します。
申込情報に反映されますので確認後「次へ進む」ボタンを押下します。

：

一般NACCS 一覧入力画面

9999964 kbps レンタル専用線×共用 一般

上記で設定した情報が反映さ
れるので、内容を確認します

共用廃止 99999 PC インタ 99999C

共用99999 PC インタ 99999C

平日

9999964 kbps レンタル専用線×共用 一般 平日廃止
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船舶 二郎

センパク ジロウ

システム部

0645678912

回線工事 詳細入力画面

⑨「工事事務担当者」「工事立会者」「回線の廃止理由」の情報を入力し、
「申込内容確認へ進む」ボタンを押下します。

：

回線設置に関して何か連絡事項がある
場合には備考欄に入力します（任意）

廃止理由を入力します。（必須）
例：netNACCSへ移行したため

利用していないため

ｎｅｔＮＡＣＣＳへ移行したため



⑩料金プランを確認し、「次へ進む」を押下します。

変更申込（料金プラン） 詳細入力画面

利用料金プランの変更については、月単位でお申し込みいただきます。
なお、変更後の利用料金プランの適用は、変更申込みの承諾月（＝利用開始月）の翌月からとなりますので、
ご注意ください。（システム利用規程第11 条参照）

今後、netNACCSのみ利用される方で「基本＋従量」の場合は、
「従量のみ」にチェックしてください。
それ以外の方は、そのまま次へ進んでください。

従量のみ

従量のみ
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⑪申込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。

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。

⑫申込完了となります。

「申込担当者」及び「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「180023A」

変更申込 入力確認画面

：

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）

9999964 kbps レンタル専用線×共用 一般

9999964 kbps レンタル専用線×廃止 一般共用

平日

平日

別途、弊社より回線撤去の日程調整についてご連絡
致します。



審査終了まで
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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【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 ：180023A

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」

：
：

ログイン画面ログイン画面ログイン画面

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】

メニュー画面

【180023A】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。

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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180023A

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「一般NACCS」タブより内容の確認をします。
「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。

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申込書

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。

2018/10/16

「一般NACCS」タブを
開き、内容に誤りがない
か併せて確認します

「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


