
事業所間の登録情報の移動（付替）
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同一会社の事業所間において、一方の事業所が保持するNACCS通信回線・
NACCS端末・メールボックス・利用者IDを、他方の事業所に移動する場合に
申込みます。申込みは、NACCS機器等を保持する事業所が行います。

【付替可能なもの】
・利用者ID（発給体系に税関官署コードが含まれるものは同一税関官署内に限る）
・NACCS通信回線、インタラクティブ端末（ルーター番号を異とする付替は不可）
・メールボックス
【付替不可なもの】
・netNACCS端末



具体的事例
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事業所ＮＡＣ００１の通関部門（1ANAC（A0A））が、別事業所ＮＡＣ９９９
へ移動となり、ＮＡＣ００１で使用している利用者IDを移動先で引き続き使用

したい場合

事業所コード：NAC001
事業所コード：NAC999

～ナックスシステム株式会社～

＜付替元＞
【NAC001】

通関 1ANAC(A01/A0A)
保税 1BNAC(B01/B0A)

＜付替先＞
【NAC999】

通関 1ANAC(A01/A0A)
CY 1CNAC(B01,B02/B0A)
船代 1DNAC(D01/D0A)

＜付替元＞
【NAC001】
通関 1ANAC(A01/A0A)
保税 1BNAC(B01/B0A)

＜付替先＞
【NAC999】
通関 1ANAC(A01/A0A)
CY 1CNAC(B01,B02/B0A)
船代 1DNAC(D01/D0A)



お客様（付替元） お客様（付替先） NACCSセンター

１．変更申込（付替）

現状の契約内容を確認し、付替先に連絡のちお申込み下さい。

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。
※「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。
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。

受付完了メール

付替結果を代理作成

審査終了

～申込から利用開始までの流れ～

★利用開始★（＝ 契約変更日）
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受 付

3．申込内容の確認

利用申込受領メール

付替内容通知メール
付替元と付替先の2件
の申込情報を作成

受 付
受付完了メール

２．申込の確認を完了する
（付替内容の確認）

２．申込の確認を完了する
（付替内容の確認）

3．申込内容の確認

付替内容通知メール

受付完了メール
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変更申込ガイダンス画面

②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。

①NACCSサポートシステムにログイン後、メイ
ンメニュー「契約内容の変更」を押下します。

メニュー画面
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④「 その他の契約変更」を「あり」で選択の上、
「事業所間の登録情報の移動（付替）」を選択します。
その後、「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。

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。

変更内容入力画面 申込担当者入力画面

利用開始希望日
20131205

利用開始日についてはこちらをご参照ください。
NACCSの利用開始希望日を選択して入力してください。

申込受付・完了通知等は、 「申込担当者」宛に
E-mailにてお知らせします。
申込担当者のメールアドレスは、必ずご登録ください。

ツウカン

通関

第一通関部 通関課

係長

tuukan-hanako@naccs.co.jp

0312345678

0398765432

花子

ハナコ

tuukan-hanako@naccs.co.jp

申込担当者に変更があれば、上書きで修正ください。

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

NAC999

NAC001

情報の移動先の「事業所
コード」を入力します
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変更申込登録完了画面

申込受付番号により、
お客様の申込情報を
管理します

利用申込の受付が完了しました。

⑦ 申込完了となります。

申込担当者宛に、受付完了E-mailを自動送信します。

申込受付番号「550000A」

付替内容 入力確認画面

⑥ 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。

：

NAC999 付替先管理責任者宛てに、利用申込受領E-mailを自
動送信します。

付替内容を記載します
（利用者ID、回線
…etc）

付替内容が複雑な場合
一覧などにした表を添
付してください。

ＮＡＣＣＳセンターにて
代理作成
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⑧ 付替内容（代理作成完了）のE-mailを弊社から付替元事業所と付替先事業所にお送りします。

【NSS】変更申込代理作成完了のお知らせ（NAC001,1200001A）
○○株式会社 ××事業所 △△部
山田 太郎 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。
事業所コードAAA001様による事業所間の登録情報移動の依頼（付替）に伴い、変更申込を代理で作成しました。

申込受付年月日：2012年04月10日
申込受付番号 ：1200001A

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

～今後のお手続きの流れ～
【1】付替元事業所様と付替先事業所様双方で、上記のURLからNACCSサポートシステムにログインし、
代理作成された申込にお間違いがないかご確認ください。
＜確認方法＞「申込内容(付替)」項目にある上記の申込受付番号のハイパーリンクを押下します。

【2】確認後「付替の申込入力に進む」ボタンを押下し、各事業所より改めてお申込ください。
※それぞれ事業所の担当者様より、改めて申込が必要となりますので必ず実施ください。

【3】弊社にて再度確認した後、「利用申込確認完了のお知らせ」メールを自動送信します。
※上記の申込受付番号とは別に、新たな申込受付番号をお知らせします。

【4】NACCSサポートシステムにログインし、確定した利用開始日と申込内容をご確認ください。
＜確認方法＞「申込内容(付替)」項目にある【3】で新たに通知した申込受付番号のハイパーリンクを押下します。

なお、当メールは付替元事業所様と付替先事業所様宛にお送りしています。

当E-mail を受信後申込内容を確認してください



8

⑨ 代理作成された付替内容を付替元と付替先の事業所で確認します。

付替元事業所確認画面 付替先事業所確認画面

追加

追加

NNN NNNNN 999

NNN NNNNN 999

NN     NNN       NNN N NNNN            999

NN     NNN       NNN N NNNN            999

廃止

廃止

NNNNN 999

NNNNN 999

付替元、付替先のそれぞれ
の事業所で問題なければ、
「申込内容を登録する」を
クリックしてください。

：ＮＡＣ999

：

：ＮＡＣ００１

：

付替元、付替先のそれぞれ
の事業所で、「付替の申込
入力へ進む」をクリックし
てください。

：



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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E-mail送信

ログイン画面

メニュー画面

【180017A】 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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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。

【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 ：180017A

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」

：
：
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180017A

c

2018/10/24

：

：
2018/11/01

確定した利用開始日を
確認します

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

「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

「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

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。



留意事項
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netNACCS利用者でのその他の関連手続き

【付替元事業所】
付替先で端末の移動はできないため使用していた端末台数分の削除手続き
（なお、付替元事業所でその他の利用者IDや端末を使用しない時は「事業所廃
止（契約解除）」手続きを実施）

【付替先事業所】
付替元で使用していた端末台数分の追加手続き
※付替後の電文宛先設定は付替先事業所の若番の端末に設定されます。
（任意の端末に設定を希望する場合、利用開始日以降に自身でUOC、UOD業務
を実施してください。）

必要に応じて以下手続きの実施をお願いします。


