
新規申込・事業所追加申込
（業種：輸出入者での参加）

注 意
① 「NACCSの導入をお考えの皆さまへ」を予めご一読ください。

NACCS掲示板＞NACCSのご利用方法＞2.NACCSの導入をお考えの皆様へ（新規お客様向け）

③同一パソコンにて複数ブラウザ・複数タブ等で申込みを行うと、正常に申込みが
行われない場合があります。
その際は、再度仮アカウント申込から行うことになりますので、ご注意ください 。

＜下記の契約手続きを希望する方向けの案内資料となります＞
・リアルタイム口座利用実績 「口座使用明細データ」を取得するための契約手
続き
・「輸出入許可通知情報」をご自身で取得するための契約手続き
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https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/userguide/


1. ご案内
本資料は下記の書類、データを取得することを目的にNACCSを新規に利用さ
れる方に特化した資料となっております。（対象業種：輸出入者）

＜対象書類・データ＞
・リアルタイム口座を利用中の方（もしくはこれから利用される方）で、
口座利用実績として「口座使用明細データ(CSVデータ)」の取得を希望する方

・ご自身で「輸出入許可通知情報」の取得を希望する方

2. 契約に係る留意点（あらかじめご確認ください）

① 所定のスペックを満たすコンピュータ、インターネット回線が必要です
[参考ページ：パッケージソフト動作環境 ]

② 輸出入者コードを保有していることが必要となります
(輸出入申告に法人番号を使用している場合も、コードの取得が必要 となります）
[参考ページ：日本貿易関係手続簡易化協会 ウェブサイト ]
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https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/ps/requirements.html
https://www.jastpro.org/


お客様 NACCSセンター

１．仮アカウント申込

システム利用規程を一読の上、同意した後、
申込担当者の情報を入力してください。

3．申込内容の確認

NSSにログインし、「事業所コード」「事業所パスワード」「利用者コード」「利用開始日」
等を必ずご確認ください。問題なければ、お早めにシステム設定の申込を行ってください。

4．デジタル証明書取得 ＋ パッケージソフトのインストール

確認完了メール

仮アカウント登録完了メール

審 査 終 了

デジタル証明書発行作業完了
作業完了メール

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。
併せてパッケージソフトもインストールしてください。

※手順については、NACCS掲示板「NACCSのご利用方法」＞「パッケージソフト・デジタル証明書」＞
「1.第6次パッケージソフト初期導入手順書」をご確認ください。

受 付

～申込から利用開始までの流れ～

２．詳細情報の入力

受 付
事業所・契約者・請求などの詳細情報を入力してください。

受付完了メール

★利用開始★

3.1システム設定の申込へ進む

‥内容確認中 ‥

NACCSをご利用になるには、システム設定申込が必要です。
必ずシステム設定関連書類締切日までに申込手続きをお願いします。
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：

ログイン画面

①システム利用規程を一読し、
「システム利用規程に同意する」
ボタンを押下します。
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１．仮アカウント申込

システム利用規程 ガイダンス画面

【NACCSホームページ】

【NACCS掲示板】
ログインします
※どちらからでもOK

直接アクセスできます

>>ログインIDをお持ちでない方はこちら
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② 申込担当者の情報を入力します。
※申込内容の確認が必要な場合、NACCSセンターより
当該連絡先に連絡いたします。

③ 内容を確認の上、不備がなければ
「申込内容を登録する」ボタンを押下します。

利用申込用の仮ログインID・
パスワードを送信しました。

④ 仮アカウント申込
の完了となります。

申込担当者宛に、仮アカウント登録完了E-mail
を自動送信します。

ナックスシステム株式会社

ナックスシステムカブシキカイシャ

混載 一郎

コンサイ イチロウ

0123456789

konsai.ichiro@naccs.co.jp

konsai.ichiro@naccs.co.jp

ナックスシステム株式会社

ナックスシステムカブシキカイシャ

姓：混載 名：一郎

姓：コンサイ 名：イチロウ

konsai.ichiro@naccs.co.jp

0123456789

0123987650

0123987650



⑤ 「仮アカウント登録完了」のE-mailを弊社からお送りします。

E-mail送信

【仮アカウント登録完了のお知らせ】

【NSS】仮アカウント登録完了のお知らせ

○○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。

このたびは、NACCSのご利用ありがとうございます。
仮アカウントの登録 の受付を完了しました。

仮ログインID：0000001
仮パスワード：8A8A8A8A

本登録の手続きは、以下のURLから48時間以内に実施してください。

48時間を過ぎますと、再度、仮アカウントの登録が必要となりますのでご注意ください。

NACCSサポートシステム<https://nss.nac6.naccs.jp/dfw/login/nsscoapp/>

弊社において申込内容の確認が完了しましたら、あらためてメール等によりご連絡を差し上げます。

＜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。
・仮ログインID、仮パスワードは、利用開始日まで管理をお願いいたします。
・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。
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当E-mail を受信後、利用申込を行わずに48時間経過すると一時保存を行った場合でも
仮ログインID、及びパスワードは無効となりますので、ご注意下さい。
無効となった場合、p.3～4の手順で再度仮アカウント申込が必要となります。

特に金曜日に仮ログインIDを取得した後、一時保存して月曜日に再開しようとすると
４８時間を超過しているため、仮ログインIDは無効となりますのでご注意ください。



2．詳細情報の入力
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ログイン画面には、E-mailで通知された「仮アカ
ウント」及び「パスワード」を入力してください

① NSSログイン画面より、E-Mailで通知された「仮ログインID」「仮パスワード」にてログイン
します。ログインしますと申込ガイダンスに展開しますので、新規申込完了までの流れを確認し
「申込担当者の入力へ進む」ボタンを押下します。

NACCS掲示板等のバナー、また「仮アカウント登録
完了のお知らせ」のURLよりログイン画面へアクセス
してください

NACCSサポートシステム
https://nss.nac6.naccs.jp/dfw/login/nsscoapp/



② 申込理由を入力します。
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混載 一郎

コンサイ イチロウ

0123456789

konsai.ichiro@naccs.co.jp

konsai.ichiro@naccs.co.jp

0123987650

申込理由
（240文字以内）

申込理由の記載例については、こちらをご参照ください。

NACCSセンターから利用申込の内容確認を行う際
の連絡先となります。

仮アカウント登録の際に入力した
「申込担当者」が表示されます。

輸出入者コード：P005A5550000
口座使用明細データ取得のため

混載

申込理由をご記載ください。（必須）

（輸出入許可通知情報を取得希望の場合）
→輸出入許可通知情報を取得するため。

（口座使用明細データを取得希望の場合）
→リアルタイム口座の使用明細を取得するため。

輸出入者で参加するには、12桁の輸出入者コードが必
須となります。お持ちのコードを申込理由と併せて記
載してください。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs-keiyaku/2016101800010/


20190418

③-1 利用開始希望日を入力します。

スケジュール表のシステム登録日（利用開始日）を入力してくだい。（こちらをご参照ください。）
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利用開始希望日は、7営業日以降の日付を入力してください。

「こちら」のリンクを押下すると7営業日後に日付が確認できます。

スケジュール表の見方

例
・4月18日に利用開始する場合
申込は、4月9日までに行う必要があります

・4月10日に申込した場合
利用開始希望日は、4月19日以降を選択して
ください。

申込日

・新規申込
・保税※1を含む変更申込
・システム設定が必要な変更申込

7営業日

4月8日（月） 4月17日（水）

4月9日（火） 4月18日（木）

4月10日（水） 4月19日（金）

4月11日（木） 4月22日（月）
ナックスシステム株式会社

ナックスシステムカブシキカイシャ

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/tetsuduki/schedule.html


③-2 事業所に関する情報を入力します。

： 次ページへ続く

ナックスシステム株式会社

ナックスシステムカブシキカイシャ

本社

ホンシャ

9990000

川崎市幸区

堀川町９９９ ナックスタワー１階

カナガワケンカワサキシサイワイクホリカワチョウ
９９９ ナックスタワー１カイ

0312345678

0398765432

神奈川県

特に事業所が存在しない場合は、
「本社」と入力してください

事業所所在地を管轄する税関を選択してください
不明な場合は、税関のHPを確認してください。

横浜

郵便番号を入力し「反映」ボタンを
押下すると、下の住所欄に自動反映
されます
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管轄税関

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1115_jr.htm


：

：

③-3 契約者に関する情報を入力します。

前ページより

次ページへ続く

南楠 太郎

ナックス タロウ

代表取締役社長

本社と事業所住所が同じであれば「事業所に同じ」ボタ
ンを押下してください
異なる場合は「その他」を選択し、下欄に入力してくだ
さい

契約権限のある方を入力してください
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：
③-4 管理責任者に関する情報を入力し、「netNACCSを利用する」ボタンを押下します。

前ページより

課長

0355559999

0388881111

営業一課

保税 花子

ホゼイ ハナコ

Hozei.hanako@naccs.co.jp

※管理責任者には、ウイルス対策などのセキュリティ対策を講じていただきます。

申込担当者と管理責任者が同じであれば「申込担当者に同
じ」ボタンを押下してください
※異なる場合は「その他」を選択し下欄に入力してください

「緊急連絡用FAX番号」は１つ以上入力してください
（1事業所に最大３つまで登録可）
※システム障害発生等の緊急連絡先となります
※FAX番号をお持ちでない場合は、「0000000000」（0を10桁）を
入力してください。

管理責任者に同じ

その他（下欄に入力してください）

上記を確認しました。

1. netNACCSを利用したい方は「netNACCSを利用する」ボタンをクリックしてください。
2. 一般NACCSを利用したい方は「一般NACCSを利用する」ボタンをクリックしてください。
1 および 2 の両方を利用したい方は、1の申込手続き完了後に、2を追加する変更申込を行ってください。

必ず確認し、チェックをしてください
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「netNACCSを利用する」をクリック



④ 「新規に利用者コードを追加する」ボタンを押下します。
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「新規に利用者コードを利用する」を
クリック

（重要なご案内）「新規に利用者コードを追加する」をクリックし、次ページで
利用者コード（業種：輸出入者）を必ず追加してください。



否

1

netNACCS

輸出入 net 1
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❷

❸

⑤ ❶ 「システム区分」「業種」「処理方式」等を入力の上、❷「設定する」ボタンを押下すると、
すぐ下欄に選択した内容が反映されます。

❸「この内容で設定する」ボタンを押下しますと当該内容が反映された状態で「利用者コード 入力」の
画面に戻ります。

シングルサインオン要否

業種

処理方式

識別番号数

システム区分

❶

●海上・航空共用

＜以下の順番で入力・選択してください＞

・システム区分：海上・航空共用

・シングルサインオン要否：否

・業種：輸出入者

・処理方式：netNACCS

・識別番号数：1

⇒「設定する」をクリック

・管理統計資料（有料）：否または要
⇒包括保険使用実績データを取得したい
場合は「要」に設定が必要

・管理統計資料（無料）：要
⇒口座利用明細データを取得したい場合

は「要」に設定が必要
・保税管理資料保存サービス：否
⇒「この内容で設定する」をクリック

輸出入者

否

否

要



⑥ 設定した申込情報を確認の上、「次へ進む」ボタンを押下します。
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輸出入 net 追加1共用 1追加 × ○ × ×

「次へ進む」をクリックします



⑦ 「論理端末に関する項目」の論理端末数（netNACCS）へ必要なパソコン台数を入力後、
「次へ進む」を押下します。
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1

NACCSを使用するパソコン（netNACCS）
台数を必ず入力してください。（必須項目）

→「1台」の端末申込が必要です。

webNACCSに関する項目

論理端末に関する項目

「次へ進む」をクリックします



⑧ 料金プランを確認後、「次へ進む」ボタンを押下します。

17

注：「基本＋従量」：プランＡ 「従量のみ」：プランＢ
プランAは、業務の実施有無に関わらず基本料金（1端末ごと月額5,000円（税抜き））が掛ります。

プランの検討は、NACCS掲示板の掲載資料を参考にしてください。
NACCSのご利用方法＞3.システム利用料金について
・システム利用料金プラン等について
・料金プラン選択フローチャート
・料金表通則（システム利用規程）

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/


： 次ページへ続く

⑨ 請求先に関する情報を入力し、「申込内容確認へ進む」ボタンを押下します。
※無料業務のみ利用を想定されている方でも、請求に関する情報は必ず入力していただく
必要があります。

一括請求を希望する場合
「請求先コード」もしくは「事業所コード」どちらかを
入力ください（両欄を入力するとエラーになります）

希望しない

一括請求を希望しない場合で、事業所住所と異なる請求先を
希望される場合は「その他」を選択し、入力ください
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一括請求を希望する場合
「企業名」及び「事業所名」を入力してください

その他（下欄に入力してください）

1234567

○○市XX区

△町1番地

トウキョウトマルマルシバツバツクサンカクマチ１バンチ

東京都
郵便番号を入力し「反映」ボタンを押下
すると、下の住所欄に自動反映されます

「一括請求」とは、当該事業所の請求を他の事業所の請求へ含めることです
（当該事業所の請求は、一括請求先の請求書にまとめて通知致します）
※一括請求を希望しない場合は「希望しない」にチェックします



： 前ページより

経理 太郎

ケイリ タロウ

0987654321

Keiri.taro@naccs.co.jp

口
座
振
替

銀
行
振
込

口座振替を希望する ○銀行振込を希望する

その他（下欄に入力してください）
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請求に関する担当者の情報を入力してください

月々のお支払料金確定のお知らせなどの通知先となるメールアドレス
を入力してください（最大5つまで登録可）

口座振替を希望の方
「同一口座振替」とは
既に他の事業所で使用している振替口座と同じ口座を使用する
ことです

同一口座振替を希望しない場合
別途「預金口座振替依頼書についてのお知らせ」メールを送付
いたします

同一口座振替を希望する場合
コード欄の「登録請求先コード」もしくは「事業所コード」
のどちらかを入力し、「企業名」及び「事業所名」を入力して
ください

銀行振込を希望の方
振込先銀行から、希望される振込先銀行を選択してください

三菱UFJ銀行
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⑩ 申込内容の確認、及び「備考欄」へ連絡事項等を入力し、
「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。

利用申込の受付が完了しました。

⑪ 申込完了となります。

申込担当者、および 管理責任者 宛てに
受付完了E-mailを自動送信します。

申込受付番号「180055A」

混載 一郎
コンサイ イチロウ

0123456789

konsai.ichiro@naccs.co.jp

0123456788

お問い合わせの際は、
こちらの番号をお伝え
下さい

通関課
課長

連絡事項を任意で入力します。
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申込完了後のご案内

お申し込み頂いた内容を契約部門にて確認・審査致します。
（審査結果はEメールにて通知致します。必ずEメールをご確認ください。）

（Eメールにて審査結果を受け取った後に必要な手続き）
本資料の次ページ移行を参照し、必ず以下の操作・手続きを行ってください。

（必要な手続きが行わない場合、利用開始に至らず、キャンセル扱いとなります）

・「ID通知内容」のご確認（P22)
・「システム設定手続き」（P25)

※審査結果によっては申込内容の修正が必要な場合があります。



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】

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

３．申込内容の確認
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① 申込内容に不備等なければ「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 ）

メニュー画面

【180055A】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。

ログイン画面

【NACCS】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 ：1800055A

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/login/nsscoapp/>
トップメニュー 新着情報「詳細」 → 「ID通知内容」

システム設定申込が期日までに行われない場合、お
申込はキャンセルとなります。
期限内に必ずp.25に掲載のあるシステム設定申込

をお願いします。



③ 確定した利用開始日を確認の上、併せて他項目のタブの内容を確認します。
問題なければ「申込書を出力する」ボタンを押下し、申込書を印刷することが可能となります。
申込書を出力したら、「ID通知内容」ボタンを押下してください。

1800055A

c
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2018/11/01

：

：

2018/11/06

確定した利用開始日を確認します

システムサービス利用申込書

次のページへ

「利用開始希望日」とは異なる利用
開始日となることがあります

本用紙の郵送提出は不要です



ABCDEFGH

NAC555

NAC

9999999

海上

2018/11/06

輸出入者 net 1ANAC A0A ZZZZZZZZ

東京税関
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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。

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

共用

④ 「事業所コード」及び「事業所パスワード」「利用者コード」「利用者パスワード」を確認します。
※システム設定を申込みする際に必要となります。（システム設定の申込方法は次ページ参照）

NACCSのログオン利用者ID、パスワードとなります。
NACCSのログオン利用者IDは
「利用者コード」+「識別番号」の8桁となります。

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ます。
パスワード不明の場合は、改めてパスワード再発行の手続きが必要となります。
当該画面を「画面コピー」等を行い、紛失しないよう大切に保管ください。

「事業所コード」及び「事業所パスワード」は、
NSSの本ログインID、パスワードとなります。

※仮ログインID、パスワードは利用開始日の翌日から
使用不可となります。



3.1．システム設定の申込方法について

「ID通知内容」ボタンを押下した時に確認出来る利用者コードに基づき、以下のシステム設定の申込が必
要となります。

25

名称 輸出入者
（外為法関連業務利用含む）

NACCS SYSTEM CO.,LTD.

HONSHA

9990000

本社

ナックスシステム株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町９９９ ナックスタワー１階

KANAGAWA KEN

KAWASAKI SHI SAIWAI KU

HORIKAWA CYO 999

混載 一郎

I.KONSAI

名称等の英文入力は必須です。 ※申込方法についてはNSS電子申請情報ページより
NSSの利用方法 (システム設定)に記載がありますので
御確認下さい。

郵便番号を入力し「反映」ボタンを
押下すると、下の住所欄に自動反映
されます

入力ガイドを参照の上
入力してください。

入力ガイド

※通関業（自社通関は除く）
別途、通関士用の利用者ID（通関士ID）を申込み
する必要があります。

同一企業の全事業所情報を変更します。 企業名（英）を入力する場合は、チェックが
必要です。

業種により出力されるタブ
が異なります。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/index.html#system


3.1．システム設定の申込方法について

「ID通知内容」ボタンを押下した時に確認出来る利用者コードに基づき、以下のシステム設定の申込が必
要となります。
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名称

名称等の英文入力は必須です。

輸出入者
（外為法関連業務利用含む）

業種により出力されるタブ
が異なります。

特に
漏れの多い
項目です！

許可情報取得目的の他
リアルタイム口座の明細を確認する場合も「要」を選択し
代表出力先利用者コードと輸出入者コードを入力してくだ
さい。

入力ガイドを参照の上
入力してください。

※申込方法についてはNSS電子申請情報ページより
NSSの利用方法 (システム設定)に記載がありますので
御確認下さい。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/index.html#system


3.1．システム設定の申込方法について

「ID通知内容」ボタンを押下した時に確認出来る利用者コードに基づき、以下のシステム設定の申込が必
要となります。
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名称

名称等の英文入力は必須です。 ※申込方法についてはNSS電子申請情報ページより
NSSの利用方法 (システム設定)に記載がありますので
御確認下さい。

入力ガイドを参照の上
入力してください。

輸出入者
（外為法関連業務利用含む）

業種により出力されるタブ
が異なります。

リアルタイム口座の申
込みはこちらからはで
きません。
こちらから申込を行っ
てください。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/index.html#system
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/tetsuduki/realtime/index.html


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 ：180055A

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。

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

② E-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。

４．デジタル証明書の確認

28

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 ）

ログイン画面

メニュー画面

【180055A】 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

‥
‥



NACCS掲示板トップページ

‥
‥

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及びパッケージソフトのインストールを
パッケージソフト初期設定手順書に従って行ってください。
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端末ごとにデジタル証明書を取得し、
NACCSパッケージソフトをインス
トールしてください。
※手順は、NACCS掲示板掲載の「パッケージ
ソフト初期設定手順書」を参照ください。

‥

1.第6次パッケージソフト
初期導入手順書（本番用）

ABCDEFGH

NAC555
NAC

9999999

海上

2018/11/06

東京税関

輸出入 net共用

共用 net net 99999W 999999999999 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。
パッケージソフト設定には、論理端
末名、端末アクセスキーが必要です。

1ANAC A0A ZZZZZZZZ



★利用開始日★
（NACCS業務開始日）
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「システムサービス利用承諾書」を印刷の上、記載
内容に問題ないことをご確認ください。
本書類につきましてはお客様にて大切に保管くだ

さいますようお願いいたします。（郵送での提出は
不要です）
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利用開始後のご案内

■初期設定、各種データの取得方法 （注：利用開始前のデータは取得出来ません）

・パッケージソフトの利用方法（輸出入許可通知情報の取得方法） [リンク]

・パッケージソフトの利用方法（口座使用明細データの取得方法） [リンク]

（説明補足）
「管理資料情報取り出し」をクリック→、「I06 口座使用明細データ（全営業所実績表）」

を選択しデータを取得

※口座利用実績との突合せは、輸出入許可通知情報も合わせて
ご活用ください。

■お問合せ先 [リンク]

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/_files/00140805/yushutsunyusha.pdf
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/qanda/docs/2013090800755/
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/info/info.html

