
平成25年7月 
 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

「申告添付業務 総合運転試験」実施要領 



Ⅰ.通関関係書類の電子化運用開始までのスケジュール 

※現時点での予定であり、変更する場合があります。 

7月 8月 9月 10月 

中 下 上 中 下 上 中 下 

総合運転試験説明会 
総合運転
試験 

8/16 

netNACCS利用申込・試験用デジタル証明書申込期限 

試験用パッケージソフト
のインストール及び 
各種設定 

試験用パッケージソフト掲示板掲載 

8月中旬 

各種ID通知書の送付 
（試験用デジタル証明書及び 
新規net NACCS） 

8月末 

お客様 

NACCS 
センター 
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Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

 総合運転試験は、平成25年10月の通関関係書類の電子化の円滑な運用開始に備え、事前
に接続試験環境において、新規業務のシステム処理を確認していただくことを目的として
います。 
 
 
（１）新規業務の正常動作の確認  
（２）利用者システムの業務処理機能の確認  
（３）疑似データ・自社データ（過去の実績データ等）による業務手順確認及び実践練習 
（４）疑似データ・自社データ（過去の実績データ等）を使用し、上流業務から下流業務  
  までデータが正しく流れることを確認する導流確認 

目的 

総合運転試験は、申告添付業務を円滑にご利用いた
だくための大切な機会です。 
可能な限りご参加いただきますようお願いします。 

項目 
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 ・民間利用者（利用業種：通関業） 
 ・税関 

対象者及び対象業務 

・通関関係書類の電子化に係る新規業務及び関連業務 
 ただし、次の業務を除く。 
  ①利用者設定情報登録業務 
  ②MPN関連業務 
  ③手数料電子納付業務 
  ④自動起動処理（開庁時申告「Ｋ」は登録可能ですが、自動起動処理は実行されません。） 
   

対象業務 

対象者 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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実施日程 

区分 対象者 期間 時間 主な目的 

期間Ⅰ 全利用者 
9/9（月）・9/10（火） 
    及び 
9/13（金）～9/18（水） 

9：00 
～ 

17：00 

 
①疑似データ及び自社データに
よる実践練習 
②業務機能確認 
③業務連動確認 

期間Ⅱ 全利用者 9/11（水）・9/12（木） 
9：00 

～ 
17：00 

 
①疑似データ及び自社データに
よる実践練習 
②業務機能確認 
③業務連動確認 
④実運用に即した業務運用確認 

※本試験期間における税関開庁時間は実運用と同様とします。 

※本試験実施期間中において、17:00以降に本試験対象業務を実施することは可能です。 
  ただし、税関開庁時間外の申告等はエラーとなりますのでご注意ください。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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事前準備等-1 

①業務仕様書等 

 NACCS掲示板に掲載している通関関係書類の電子化に係る各種資料及び業務仕様
書等を確認してください。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

Sea-NACCS 

Air-NACCS 

6 

資料「試験用パッケージソフト
ダウンロード手順」もこちらに
掲載しています。 



事前準備等-2 

②パッケージソフト 

本番用パスワード １２３４５６７８ 

 本番用パスワードの下３桁を「TST」に変更 

試験用パスワード １２３４５ＴＳＴ 

■利用者ID・メールボックスID（8桁）⇒ 本番用を使用 
■パスワード（8桁）⇒ 平成25年6月5日時点の本番用パスワードを以下のとおり 
           変更して使用 

 試験用パッケージソフトを用意します。 
 平成25年8月中旬にNACCS掲示板に 
掲載しますので、利用者端末に 
ダウンロードを行ってから業務 
を実施してください。 

【参照】試験用パッケージソフトダウンロード手順（掲示板掲載） 

④利用者ID及びパスワード 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

※本番用パスワードが３桁以下
の場合は末尾に「TST」を追加。 

例）123⇒123TST 
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③添付ファイル名 

 添付ファイル名の先頭に「TEST」の
文字を付してください。※本試験中に限る。 

（例）「invoice12000000000.pdf」 
     ↓ 
 「TESTinvoice12000000000.pdf」 



事前準備等-3 

⑤疑似データ 

 申告添付登録業務を行うためには、先行して輸出入申告業務を実施していただく
必要があります。以下のとおりNACCSにおいて疑似データをご用意しますが、事前
のご依頼が必要な場合がありますのでご注意ください。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

申告手続き 疑似データ作成内容 

① IDC・EDC・ 
UEC（海上） 

NACCSにおいて、申告事項登録まで終了したデータをシステムに登録します。 
一覧照会業務（IDI・IES・IUE）から申告番号を参照し、呼出し業務（IDB・EDB・UEB）からご利
用ください。 

② MIC・MEC MIC・MEC用の疑似データは作成していませんが、①のデータをご利用いただくことが可能
です。P11参照 

③ HFC（輸出） NACCSにおいて、輸出貨物情報登録（ECR）まで終了したデータをシステムに登録します。
本試験において当該業務の実施を希望する方には、NACCSセンターから疑似データを配
布しますので、NACCSセンターシステム総括課までご連絡願います。 

④ CTC・HFC（輸入）・
UEC（航空） 

貨物情報を登録したデータを用意しています。本試験において当該業務の実施を希望す
る方には、NACCSセンターから疑似データを配布しますので、NACCSセンターシステム総
括課までご連絡願います。 
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業務内容-1 

①業務フロー -1 

輸出申告後に申告添付登録業務を実施する場合の業務手順。 

※税関による審査終了は、9/11及び9/12のみ実施されます。 

① IES 

輸出申告等一覧照会 

② EDB 

輸出申告事項呼出し 

③ EDA 

輸出申告事項登録 

④ EDC 

輸出申告 

⑤ MSX 

申告添付登録 

CEE※ 

輸出申告審査終了 

申告事項登録まで登録済み
の疑似データを利用 

【出力】輸出許可通知情報 

【入力】照会種別 Ａ：事項登録一覧 
【入力】照会対象年月日：別紙「３．一覧 
 照会における照会対象年月日」参照 
【入力】 申告税関官署：別紙「４．一覧照
会における申告税関官署コード」参照 
【確認】輸出申告事項登録が行われた 
 申告番号を確認。 

・①で確認した申告番号から、業務を実
施する申告番号を入力して呼出す。 

【入力】あて先官署：別紙「１．あて先官 
 署一覧」参照 ※必須入力 
【入力】 あて先部門：ブランクに変更 
【入力】申告等予定年月日：ブランクに 
 変更 

【出力】輸出申告控 
審査区分識別 ： ２ （書類審査） 

・申告番号をキーとして業務を実施。 

【出力（税関）】添付情報通知情報 
※税関の開庁時間外は翌開庁時の
通知となります。 
【添付ファイル名】先頭に「TEST」を
付す。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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業務内容-2 

①業務フロー -2 

輸入申告後に申告添付登録業務を実施する場合の業務手順。 

※税関による審査終了は、9/11及び9/12のみ実施されます。 

① IDI 

輸入申告等一覧照会 

② IDB 

輸入申告事項呼出し 

③ IDA 

輸入申告事項登録 

④ IDC 

輸入申告 

⑤ MSX 

申告添付登録 

CEA※ 

輸入申告審査終了 

申告事項登録まで登録済み
の疑似データを利用 

【出力】輸入許可通知情報 

【入力】照会種別 Ａ：事項登録一覧 
【入力】照会対象年月日：別紙「３．一覧 
 照会における照会対象年月日」参照
【入力】 あて先税関官署：別紙「４．一覧
照会における申告税関官署コード」参照 
【確認】輸入申告事項登録が行われた 
 申告番号を確認。 

・①で確認した申告番号から、業務を実
施する申告番号を入力して呼出す。 

【入力】あて先官署：別紙「１．あて先官 
 署一覧」参照 ※必須入力 
【入力】 あて先部門：ブランクに変更 
【入力】申告等予定年月日：ブランクに 
 変更 

【出力】輸入申告控 
審査区分識別 ： ２ （書類審査） 

・申告番号をキーとして業務を実施。 

【出力（税関）】添付情報通知情報 
※税関の開庁時間外は翌開庁時の
通知となります。 
【添付ファイル名】先頭に「TEST」を
付す。 
 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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業務内容-3 

②疑似データの使用 

お客様の利用者IDに対し、以下のとおり疑似データが設定されています。 

※HFC・ UEC（航空）・CTCの実施を希望する方は、NACCSセンターシステム総括課までご連絡願います。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

データ登録件数 申告手続き 疑似データ利用方法 

（例）1ANAC 
 

（お客様の利用者
コード5桁単位に

擬似貨物情報を
設定） 

Air輸出申告用 
10件 

EDC 一覧照会業務（IES）から事項登録済の申告番号を参照し、呼出し
業務（EDB）からご利用ください。 

MEC 一覧照会業務（IES）から事項登録済のAWB番号を参照し、輸出貨
物情報照会（IGS）にて確認した貨物情報を直接MEC画面に入力し
てください。 

Air輸入申告用 
10件 

IDC 一覧照会業務（IDI）から事項登録済の申告番号を参照し、呼出し
業務（IDB）からご利用ください。 

MIC 一覧照会業務（IDI）から事項登録済のAWB番号を参照し、輸入貨
物情報照会（IAW）にて確認した貨物情報を直接MIC画面に入力し
てください。 

Sea輸出申告用 
10件 

EDC 一覧照会業務（IES）から事項登録済の申告番号を参照し、呼出し
業務（EDB）からご利用ください。 

Sea輸入申告用 
10件 

IDC 一覧照会業務（IDI）から事項登録済の申告番号を参照し、呼出し
業務（IDB）からご利用ください。 

Sea別送品用 
5件 

UEC 一覧照会業務（IUE）から事項登録済の申告番号を参照し、呼出し
業務（UEB）からご利用ください。 
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業務内容-4 

③自社データの使用 

 自社データを使用して各業務の実践練習等を行うことも可能ですが、審査区分
が「１Ｙ」または「２」以上にならない場合は申告添付業務を実施することがで
きません。 
 自社データを使用する場合であっても、審査区分が「２」になるよう設定され
た疑似輸出入者コード「P002A2220000」を使用してください。 

④各種照会業務等 

 疑似データ及び自社データで登録した業務については、各種照会業務、再出力
業務等を行うことが可能となっています。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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※自社通関を除く。 P.17 ⑩「輸出入承認証等識別」参照 



業務内容-5 

⑤審査終了対応（期間Ⅱ） 

添付登録時間帯（Ａ） 審査終了時間帯（Ｂ） 

1回目 9/11（水）09：00～12：00 ⇒ 9/11（水）13：00～14：00 

2回目 9/11（水）12：00～ 
     9/12（木）12：00 ⇒ 9/12（木）13：00～14：00 

 期間Ⅱにおける導流確認では、通関業者と税関で連携して業務を実施し、データ処
理が正常に行われるか確認します。 

①通関業者は審査区分が「２」以上となった輸出入申告等に対し、以下（A） 
 の時間帯にMSX業務及びMSY01業務を実施してください。 
②税関は（A）の時間帯に実施されたMSX及びMSY01業務に対し、添付 
 ファイルの取得を行い、各回（B）の時間帯において審査終了業務を実施 
 します。 

(注) 期間Ⅰ（9/9（月）・9/10（火）及び9/13（金）～9/18（水））及び税関の対応時間外に 
  おいては、原則税関による審査終了等業務が実施されません。 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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パッケージ利用者の場合、「輸入申告控」、「輸出申告控」等の出力帳票上に「TEST」の文字が
印字されます。 

留意事項-1 

パッケージ利用者の場合、納付書上に「TEST」の文字が印字されます。 
出力した「納付書・領収証書」は、金融機関及び税関へ持ち込まないでください。 

納付書・ 
領収証書 

本試験における申告後又は許可後の申告訂正については、税関の事前了解を必要としない取り
扱いとします。ただし、申告添付訂正業務（MSY01）は、本番同様の運用を想定し、事前に税関
へ申し出た後に実施してください。 

申告後訂
正等の 
取扱い 

本試験において、輸入申告に係る納付方法は、「NACCS専用口座による口座振替」、「包括納期
限延長」又は「直納」のみご利用いただけます。 
※「リアルタイム口座振替方式（ダイレクト方式）」及び「MPN利用納付」は対象外。 

納付方法
の制限 

接続試験環境は、本番環境とは異なるため、大量データを多量に送信された場合、オーバーフ
ロー等が発生し、業務が遅延または実施できなくなるなどの事象が引き起こされる可能性があり
ますのでご注意ください。 

処理能力 

出力帳票 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 
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本試験においては、添付ファイルが試験であることを明確にするため、添付ファイル名の先頭に
「TEST」の文字を付してください。 

添付ファ
イル名 



留意事項-2 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

試験用パッケージソフト（netNACCS）のダウンロードについて 

 総合運転試験においてnetNACCSを利用するお客様については、試験用パッケー
ジソフトをダウンロードする端末に、デジタル証明書がインストールされている必
要があります。以下②に該当する場合は、「総合運転試験用netNACCS 
デジタル証明書発行依頼書(掲示板掲載)」を提出してください。 

① 
本番で使用しているnetNACCS端末と同
一の端末に試験用パッケージソフトをダ
ウンロードする場合 

別途デジタル証明書の発行は必要ありません。 

② 

本番で使用しているnetNACCS端末とは
別の端末（インターネット回線に接続し
ているもの）に試験用パッケージソフト
をダウンロードする場合。 

別途デジタル証明書の発行が必要です。「総合運転試験
用netNACCSデジタル証明書発行依頼書(掲示板掲載)」
を平成２５年８月１６日（金）までにシステム総括課へ
提出してください。なお、当デジタル証明書は総合運転
試験期間専用となりますのでご留意ください 

③ 

現在netNACCSをご利用されていないお
客様で、総合運転試験をnetNACCSで実
施する場合。 

利用者コードにnetNACCS用の識別番号の付与が必要で
す。総合運転試験終了後も利用するID等として、本番用
のnetNACCSの利用者ID（net識別）及びnetNACCS端
末の利用申込を行ってください。ご希望の場合は、平成
２５年８月16日（金）までに最寄りの地域サービス課・
事務所へお申込みください。 

◎新たに発行した総合運転試験専用のデジタル証明書で利用する端末情報（論理端末名及び端末アクセスキー）
は、本番で使用している端末情報をご利用ください。 
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システム環境-1 

②関税等納付専用口座 

■本番環境で使用中の専用口座 

■全通関業者共用の疑似口座 

平成25年6月5日（水）時点で有効な口座が利用可能 
 金額は全口座一律9,999,999,999,999円を設定 

口座名義：輸入者「P002A2220000」 
口座番号：00090017000001 
 金額は9,999,999,999,999円を設定 

①輸出入者コード ③据置担保 

■疑似輸出入者 
審査区分が必ず「2」となる疑似輸出入者を設定 
 輸出入者コード ： P002A2220000 

■本番環境で使用中の担保 

■全通関業者共用の疑似担保 

平成25年6月5日（水）時点の担保情報を移行し設定 
 担保残高は平成25年6月5日（水）時点の残高を設定 

担保提供者：輸入者「P002A2220000」 
担保登録番号：1AP000002 
 金額は9,999,999,999,999円を設定 

◎口座使用時間帯 ： 常に使用可能 
◎口座残高 ： 本試験期間中残高は積み増し  
         されません。 

◎口座残高 ： 本試験期間中残高は積み増しされません。 

④フライト情報 

平成25年6月5日（水）時点で本番環境に登録されてい
る情報を設定 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

◎自社通関において、当該輸出入者コードの利用
はできません。 
→「⑩輸出入承認証等識別」をご利用ください。 

⑤為替レート 

平成25年6月5日（水）時点の情報を設定 
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⑥適用税率等 

平成25年6月5日（水）時点の情報を設定 



システム環境-2 

⑦船舶基本情報 ⑨機用品品名 

■本番環境に登録されている情報 

■疑似船舶基本情報 

平成25年6月5日（水）時点で登録されている情報を移
行し設定 

船舶コード： JNACM01 
船名： FUNAGAISHA-TMP(NACCS) 
船会社コード： TMPM 

■本番環境に登録されている情報 

■疑似機用品品名 

平成25年6月5日（水）時点で登録されている情報を移
行し設定 

輸入者TP（受託A/Lコード）に対し、以下の品名を登録 

Ⅱ.申告添付業務 総合運転試験実施内容 

⑩輸出入承認証等識別 

■疑似輸出入承認証等識別コード 

A011 A561 XY71 QH81 QLT1 

審査区分が必ず「1Y」となる疑似輸出入承認証等識別
を設定 
 輸出入承認証等識別者コード ： TEST 

◎輸出入者「P002A2220000」を使用した申告で
は審査区分「1Y」にはなりません。 

本試験において自社通関 の申告は審査区分「2」になりません。
「輸出入承認等識別欄」に以下のコードを入力すると、審査区分が
「1Y」になりますので、申告添付登録業務が実施可能です。 

⑧保税地域コード（本船） 

■疑似保税地域コード（本船） 
本船ふ中扱いにおいて疑似保税地域コード（本船）を設
定。疑似データをご利用の場合は、以下の管轄官署に
申請してください。 
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保税地域コード 管轄官署 

1AHSM 1A 

2AHSM 2A 

3AHSM 3A 

4AHSM 4A 

5AHSM 5A 

保税地域コード 管轄官署 

6AHSM 6A 

7NHSM 7N 

8AHSM 8A 

9AHSM 9A 



申告添付業務 総合運転試験の問合せ先 

問合せ先 問合せ可能時間 

システム部 
システム総括課 

【メールアドレス】 
tmptst@naccs.jp 

各実施期間中 
 

終日 
※平日9:00～17:00以外に受信したメールは

翌営業日対応とさせていただきます。 

【TEL】 
03-5460-0902 

【FAX】 
03-5460-0925 

各実施期間中 
 

月曜日～金曜日 
（祝祭日を除く） 

9：00～17：00 

※関連省庁システム統合にかかるお問合せ先は企画部企画２課(℡044-520-6253)になりますのでご注意ください。 

(注1)  お問合せの際は「申告添付業務 総合運転試験」に係る相談である旨を明確に記載又はお伝えください。 
(注2)  総合運転試験期間中、センター側システムにおいて障害が発生した場合、障害の状況によっては終日試験が行
えない場合も考えられます。センター側システムの障害状況等の詳細については、NACCS掲示板に掲載しますので、同
掲示板を確認してください。 
(注3) 本番環境にトラブルが発生した場合は、当該対応を優先しますので、申告添付業務 総合運転試験の対応が遅れ
る場合があります。あらかじめご了承願います。 

Ⅲ.申告添付業務 総合運転試験の問合せ先 
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【参考】申告添付業務総合運転試験基本フロー（輸出①） 

輸出フロー① 

IES 
輸出申告等一覧照会 

① 

輸出申告控（区分２）
を出力 
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輸出申告事項呼出し 

EDB 
輸出申告事項登録 

EDA EDC 
輸出申告 

MSX 
申告添付登録 

MSX 
申告添付登録 

CEE 
輸出申告審査終了 

輸出申告事項登録が行われた
申告番号を確認（選択） 

輸出許可通知情報 

どちらでも対応可能 

② ③ ④ ⑥ 

⑤ ⑤ 

①輸出申告後（前）に、添付登録業務を実施する場合 

「あて先官署一覧」 
より選択 

②輸出申告後に、申告書類の追加・削除を実施する場合 
輸出申告等一覧照会 ① 

IES EDB EDA EDC MSX CEE 
⑦ 輸出申告審査終了 申告添付登録 ⑤ 輸出申告 ④ 輸出申告事項登録 ③ 輸出申告事項呼出し 

輸出フロー② 
② 

輸出申告控（区分２）
を出力 MSY01 

申告添付訂正 ⑥ 

※あて先官署は、別紙「あて先官署一覧」より選択いただきます。 
※申告予定年月日はブランク（スペース）にすることによりシステム日付を払い出します。 
※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。 

添付ファイル訂正 
添付ファイル訂正分を送付 



【参考】申告添付業務総合運転試験基本フロー（輸出②） 

輸出フロー③ 

IES 
輸出申告等一覧照会 ① 

輸出フロー④ 
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輸出申告事項呼出し 

EDB 
輸出申告事項登録 

EDA EDC 
輸出申告 

申告添付登録 

CEE 
輸出申告審査終了 ② ③ ④ ⑦ 

⑤ 

輸出申告等一覧照会 ① 
IES EDB 

② 輸出申告事項呼出し 

EDA 
③ 輸出申告事項登録 

EDC 
輸出申告 ④ 

申告添付登録 ⑤ 

⑦ 

MSX 

⑥ 

輸出申告控（区分２）
を出力 

③輸出申告変更後に、申告書類の追加・削除を実施する場合 

④輸出申告・添付登録後に、申告官署変更が発生した場合 

EDE 
輸出申告変更 ⑥ 

添付訂正 

MSX MSY01 

申告訂正 

※あて先官署は、別紙「あて先官署一覧」より選択いただきます。 
※申告予定年月日はブランク（スペース）にすることによりシステム日付を払い出します。 
※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。 

EDY 
輸出申告変更（官署変更） 

EDA 
輸出申告事項登録 

EDC 
⑧ 輸出申告 

CEE 
⑨ 輸出申告審査終了 

官署変更 

輸出申告控（区分２）
を出力 



【参考】申告添付業務総合運転試験基本フロー（輸出③） 

輸出フロー⑤ 

IES 
輸出申告等一覧照会 ① 
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輸出申告事項呼出し 

EDB 
輸出申告事項登録 

EDA EDC 
輸出申告 

申告添付訂正 

CEE 
輸出申告審査終了 ② ③ ④ ⑥ 

⑪ 
EAA 

⑨ ⑦ 

窓口提出への変更及び 
申告添付追加のみ 

実施可能 

⑤輸出申告後に、許可後変更が発生した場合 

MSX 
申告添付登録 ⑤ 

添付訂正 

MSY01 

許可後変更
発生 

EAB 

輸出許可内容変更 
申請呼出し 

CEE 
輸出申告審査終了 

⑧ 輸出許可内容変更 
申請事項登録 

EAC 

輸出許可内容変更申請 

輸出フロー⑥ ⑥本船・ふ中扱いの輸出申告・申告添付登録を行う場合 

① 本船・ふ中扱い承認申請
呼出し 

HFB HFC 
② 本船・ふ中扱い承認申請 

MSX 
③ 申告添付登録 

HFX 

④ 本船・ふ中扱い承認申請
審査終了 

EDB 
⑤ 輸出申告事項呼出し 

EDA 
⑥ 輸出申告事項登録 

EDC 
⑦ 輸出申告 

MSX 
⑧ 申告添付登録 

CEE 
⑨ 輸出申告審査終了 

申告添付登録を２度実施（本船
扱い申請時及び輸出申告時） 

※あて先官署は、別紙「あて先官署一覧」より選択いただきます。 
※申告予定年月日はブランク（スペース）にすることによりシステム日付を払い出します。 
※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。 

⑩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番

【出力】輸出許可通知情報輸出申告審査終了

システム区分 Air・Sea

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

IES
①

主な入力内容等ルート

ルート番号 輸出001

ルート概要 輸出申告後に申告添付登録業務を実施する場合。

輸出申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

出力（確認）内容等

①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB
②

③

④

⑤

輸出申告事項呼出し

輸出申告

申告添付登録

【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

【出力】輸出許可通知情報輸出申告審査終了

CEE※

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番 ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号 輸出002

ルート概要 輸出申告前に申告添付登録業務を実施する場合。

②

輸出申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB

①

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

輸出申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IES

⑤

輸出申告

④

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

申告前に申告添付登録業務を実施した段階
では、税関に添付番号通知情報を通知しな
い。（申告の結果、区分1Y又は区分2以上と
なった時点で通知する。）MSX

【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）
【出力(税関)】添付情報通知情報EDC

③

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

1



申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番 ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号 輸出003

輸出申告後に申告添付登録業務を実施し、申告書類の追加・削除を実施する場合。ルート概要

②

輸出申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB

①

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

輸出申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IES

④

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

③

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に 税関へ業務実施の旨を連絡

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

⑥

⑦

申告添付訂正呼出し 申告番号をキーとして業務を実施

MSY

申告添付訂正 ※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す 【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSY01

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に、税関へ業務実施の旨を連絡。

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番 ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号 輸出004

ルート概要 輸出申告後に申告添付登録業務を実施し、申告訂正及び申告書類の追加・削除を実施する場合。

②

輸出申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB

①

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

・輸出申告事項登録が行われた申告番号を
確認。

IES

④

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

③

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

輸出申告内容変更事象発生 ※本試験においては 輸出申告変更の旨の税関への事前了解は不要です

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

⑨

申告添付訂正呼出し 申告番号（⑦の枝番が上った番号）をキーと
して業務を実施

MSY

⑦

輸出申告変更事項登録 ・申告番号に枝番が払いだされます。

EDA01

⑥

輸出申告変更事項呼出し 申告番号をキーとして業務を実施

EDD

⑧

輸出申告変更 【出力】輸出申告変更控
審査区分識別：２（書類審査）

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

⑩

申告添付訂正 ※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す 【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSY01

EDE

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に、税関へ業務実施の旨を連絡。

輸出申告内容変更事象発生 ※本試験においては、輸出申告変更の旨の税関への事前了解は不要です。
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番 ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号

ルート概要 輸出申告後に申告添付登録業務を実施し、官署変更を実施する場合。

輸出005

②

輸出申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB

①

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

・輸出申告事項登録が行われた申告番号を
確認。

IES

④

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

③

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

輸出申告内容変更事象（官署変更）発生 ※本試験においては 輸出申告変更の旨の税関への事前了解は不要です

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

⑥

輸出申告変更(官署変更) 申告番号をキーとして業務を実施 ・新官署向けの新たな申告番号が払いださ
れます。

EDY

⑧

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

⑦

輸出申告事項登録

EDA

⑨

申告添付一覧照会 申告番号をキーとして業務を実施 ※旧官署向け申告番号：照会不可の確認
※新官署向け申告番号：照会可能の確認

IMS

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

輸出申告内容変更事象（官署変更）発生 ※本試験においては、輸出申告変更の旨の税関への事前了解は不要です。

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番

②

輸出申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

EDB

①

輸出申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

・輸出申告事項登録が行われた申告番号を
確認。

IES

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号 輸出006

ルート概要 輸出申告後に申告添付登録業務を実施し、許可後変更及び申告書類の追加・削除を実施する場合。

③

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一覧」
参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更EDA

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

④

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

EAB

⑨

申告添付訂正呼出し 申告番号（⑦の枝番が上った番号）をキーと
して業務を実施

MSY

CEE※

⑧

輸出許可内容変更申請

EAC

⑦

輸出許可内容変更申請事項登録 ■変更識別　Ｎ：数量等変更
■変更理由コード：ＩＮＶ または ＯＴＨ

・申告番号に枝番が払いだされます。

EAA

⑥

輸出許可内容変更申請事項呼出し 申告番号をキーとして業務を実施

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可内容変更通知情報

CEE※

⑩

申告添付訂正 ※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す 【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSY01

輸出許可内容変更事象発生 ※本試験においては、輸出許可内容変更の旨の税関への事前了解は不要です。

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に、税関へ業務実施の旨を連絡。

＊輸出許可内容変更申請以前に登録した添付書類の削除は不可。
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番

システム区分 Sea

ルート概要

ルート番号

本船ふ中扱いの輸出申告・申告添付登録を行う場合。

輸出007

HFC

①

本船･ふ中扱い承認申請呼出し ■識別区分　２：輸出管理番号　※別途配布
「ダミーデータ（本船ふ中/輸出）」参照

HFB

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

輸出申告事項登録 ■あて先官署：別紙「２．HFC業務用保税地域
コード及び官署コード」参照　※必須入力

・申告番号が払いだされます。

④

輸出申告事項呼出し 輸出管理番号をキーとして業務を実施

EDB

税関

本船･ふ中扱い承認申請審査終了 【出力】本船・ふ中扱い承認通知情報

HFX※

③

申告添付登録 本船・ふ中扱い承認申請番号をキーとして業
務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

②

本船･ふ中扱い承認申請 ■申請先官署コード：別紙「２．HFC業務用保
税地域コード及び官署コード」参照　※必須
入力
注)上記指定の官署以外へ申請する場合は、自
社データにて業務を実施してください。

【出力】本船・ふ中扱い承認申請控
審査区分識別：２（書類審査）

※当ルートの実施をご希望される方は、疑似データを配布しますので、別途NACCSセンターにご依頼ください。

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

⑥

輸出申告 【出力】輸出申告控
審査区分識別：２（書類審査）

EDC

⑤

コ ド及び官署コ ド」参照　※必須入力
■通関予定蔵置場コード：別紙「２．HFC業務
用保税地域コード及び官署コード」参照EDA

⑦

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
※税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

税関

輸出申告審査終了 【出力】輸出許可通知情報

CEE※

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番

ルート番号 輸出008 システム区分 Sea

ルート概要 別送品輸出申告（Sea）を実施する場合。

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

①

別送品輸出申告一覧照会

①で確認した申告番号から、業務を実施する
申告番号を入力。

別送品輸出申告事項登録が行われた申告番
号を確認。

IUE

②

別送品輸出申告事項呼出し

UEB

■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会にお
ける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会におけ
る申告税関官署コード」参照

③

別送品輸出申告事項登録 ■申告税関官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■申告先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更UEA

④

別送品輸出申告 【出力】別送品輸出申告入力控
審査区分識別：２（書類審査）

UEC

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

別送品輸出申告審査終了 【出力】別送品輸出許可通知情報

UCE※
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸出編］

項番

※当ルートの実施をご希望される方は、疑似データを配布しますので、別途NACCSセンターにご依頼ください。

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます

①

別送品輸出申告事項呼出し

UEB

③

別送品輸出申告 【出力】別送品輸出申告入力控
審査区分識別：２（書類審査）

UEC

②

別送品輸出申告事項登録 ■申告税関官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■申告先部門コード：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更UEA

■輸出管理番号／ＡＷＢ番号：ＡＷＢ番号
＊別途配布「ダミーデータ（別送品/航空）」
参照

税関

別送品輸出申告審査終了 【出力】別送品輸出許可通知情報

UCE※

④

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

ルート番号 輸出009 システム区分 Air

ルート概要 別送品輸出申告（Air）を実施する場合。

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

【出力】輸 許 通知情報

③

輸入申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更IDA

申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

⑤

申告添付登録

輸入申告

④

【出力】輸入申告控
審査区分識別：２（書類審査）

IDC

①

輸入申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会に
おける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会にお
ける申告税関官署コード」参照

輸入申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IDI

②

輸入申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施す
る申告番号を入力。

IDB

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号

ルート概要 輸入申告後に申告添付登録業務を実施する場合。

輸入001

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

【出力】輸入許可通知情報輸入申告審査終了

CEA※

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

③

輸入申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更IDA

⑤

輸入申告 【出力】輸入申告控
審査区分識別：２（書類審査）
【出力(税関)】添付情報通知情報IDC

④

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

申告前に申告添付登録業務を実施した段階
では、税関に添付番号通知情報を通知しな
い。（申告の結果、区分1Y又は区分2以上と
なった時点で通知する。）MSX

①

輸入申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会に
おける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会にお
ける申告税関官署コード」参照

輸入申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IDI

②

輸入申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施す
る申告番号を入力。

IDB

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号

ルート概要 輸入申告前に申告添付登録業務を実施する場合。

輸入002

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

輸入申告審査終了 【出力】輸入許可通知情報

CEA※
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

③

輸入申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更IDA

④

輸入申告 【出力】輸入申告控
審査区分識別：２（書類審査）

IDC

①

輸入申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会に
おける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会にお
ける申告税関官署コード」参照

輸入申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IDI

②

輸入申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施す
る申告番号を入力。

IDB

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号

輸入申告後に申告添付登録業務を実施し、申告書類の追加・削除を実施する場合。ルート概要

輸入003

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

輸入申告審査終了 【出力】輸入許可通知情報

CEA※

⑥

⑦

申告添付訂正呼出し 申告番号をキーとして業務を実施

MSY

申告添付訂正 ※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSY01

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に、税関へ業務実施の旨を連絡。

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

⑤

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

③

輸入申告事項登録 ■あて先官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■あて先部門：ブランクに変更
■申告等予定年月日：ブランクに変更IDA

④

輸入申告 【出力】輸入申告控
審査区分識別：２（書類審査）

IDC

①

輸入申告等一覧照会 ■照会種別　Ａ：事項登録一覧
■照会対象年月日：別紙「３．一覧照会に
おける照会対象年月日」参照
■申告税関官署：別紙「４．一覧照会にお
ける申告税関官署コード」参照

輸入申告事項登録が行われた申告番号を確
認。

IDI

②

輸入申告事項呼出し ①で確認した申告番号から、業務を実施す
る申告番号を入力。

IDB

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Air・Seaルート番号 輸入004

輸入申告後に申告添付登録業務を実施し、申告訂正及び申告書類の追加・削除を実施する場合。ルート概要

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます

IDA01

⑩

申告添付訂正 ※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSY01

税関

輸入申告審査終了 【出力】輸入許可通知情報

CEA※

⑨

申告添付訂正呼出し 申告番号（⑦の枝番が上った番号）をキー
として業務を実施

MSY

⑧

輸入申告変更 【出力】輸入申告変更控
審査区分識別：２（書類審査）

IDE

⑥

輸入申告変更事項呼出し 申告番号をキーとして業務を実施

IDD

⑦

輸入申告変更事項登録 ・申告番号に枝番が払いだされます。

書類差替え等事象発生 ※申告添付訂正業務実施前に、税関へ業務実施の旨を連絡。

輸入申告内容変更事象発生 ※本試験においては、輸入申告変更の旨の税関への事前了解は不要です。

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。
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申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

④

輸入申告事項呼出し Ｂ／Ｌ番号をキーとして業務を実施

IDB

③

申告添付登録 本船・ふ中扱い承認申請番号をキーとして
業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

税関

本船･ふ中扱い承認申請審査終了 【出力】本船・ふ中扱い承認通知情報

HFX※

輸入申告事項登録 ■あて先官署：別紙「２．HFC業務用保税地
域 ド及び官署 ド 参照 ※必須入

・申告番号が払いだされます。

①

本船･ふ中扱い承認申請呼出し ■識別区分　１：Ｂ／Ｌ番号　＊別途配布
「ダミーデータ（本船ふ中/輸入）」参照

HFB

②

本船･ふ中扱い承認申請 ■申請先官署コード：別紙「２．HFC業務用
保税地域コード及び官署コード」参照
注)上記指定の官署以外へ申請することも可
能ですが、その場合後続⑤の申告先官署と
申請先が異なることになります。

【出力】本船・ふ中扱い承認申請控
審査区分識別：２（書類審査）

HFC

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

システム区分 Sea

本船ふ中扱いの輸入申告・申告添付登録を行う場合。ルート概要

ルート番号 輸入005

※当ルートの実施をご希望される方は、疑似データを配布しますので、別途NACCSセンターにご依頼ください。

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。

税関

輸入申告審査終了 【出力】輸入許可通知情報

CEA※

⑦

申告添付登録 申告番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

【出力(税関)】添付情報通知情報
＊税関の開庁時間外は翌開庁時の通知とな
ります。MSX

⑤

域コード及び官署コード」参照　※必須入
力
■通関予定蔵置場コード：別紙「２．HFC業
務用保税地域コード及び官署コード」参照

IDA

⑥

輸入申告 【出力】輸入申告控
審査区分識別：２（書類審査）

IDC

申告添付業務 総合運転試験　参考シナリオ［輸入編］

項番

※当ルートの実施をご希望される方は、疑似データを配布しますので、別途NACCSセンターにご依頼ください。

ルート番号 輸入006 システム区分 Air

ルート概要 機用品蔵入承認申請後に申告添付登録業務を実施する場合。

ルート 主な入力内容等 出力（確認）内容等

①

機用品蔵入承認申請事項登録 ■AWB番号：別途配布「ダミーデータ（機用
品）」参照
■あて先官署：別紙「１．あて先官署一
覧」参照　※必須入力
■輸入者：TP
■運送先：1AKIM
■機用品品名コード：
A011,A561,XY71,QH81,QLT1

CTA

税関

機用品蔵入申請審査終了 【出力】機用品蔵入承認通知情報

CTX※

②

機用品蔵入申請 【出力】機用品蔵入承認通知情報兼申請控
情報
審査区分識別：２（書類審査）CTC

③

申告添付登録 申請番号をキーとして業務を実施
※【添付ファイル名】先頭に「TEST」を付
す

添付情報通知情報は税関へ通知されませ
ん。

MSX

※機用品蔵入にかかる申告添付業務実施の旨を税関へ連絡。

※当ル トの実施をご希望される方は、疑似デ タを配布しますので、別途NACCSセンタ にご依頼ください。

※税関による審査終了は9/11及び9/12のみ実施されます。
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（別紙）

１．あて先官署一覧

税関 官署コード 税関 官署コード 税関 官署コード

東京 新潟税関支署三条・燕政令派出所 13 横浜 鹿島税関支署 2U 大阪 金沢税関支署小松空港出張所 42

東京 東京税関前橋出張所太田派出所 15 横浜 鹿島税関支署日立出張所 2V 大阪 伏木税関支署 43

東京 成田航空貨物出張所（南部） 16 横浜 小名浜税関支署 2W 大阪 伏木税関支署富山出張所 44

東京 東京税関（本関） 1A 横浜 小名浜税関支署相馬出張所 2X 大阪 伏木税関支署富山空港出張所 45

東京 東京税関芝浦出張所 1D 横浜 仙台塩釜税関支署 2Y 大阪 京都税関支署滋賀出張所 47

東京 東京税関大井出張所 1F 横浜 仙台空港税関支署 2Z 大阪 大阪税関（本関） 4A

東京 羽田税関支署 1H 神戸 坂出税関支署 31 大阪 大阪税関大手前出張所 4C

東京 東京税関立川出張所 1I 神戸 坂出税関支署高松出張所 32 大阪 大阪税関桜島出張所 4E

東京 東京税関前橋出張所 1J 神戸 坂出税関支署丸亀出張所 33 大阪 大阪税関南港出張所 4I

東京 東京税関東京航空貨物出張所 1K 神戸 坂出税関支署詫間出張所 34 大阪 大阪税関大阪外郵出張所 4J

東京 東京税関東京外郵出張所 1L 神戸 新居浜税関支署 35 大阪 堺税関支署 4K

東京 成田航空貨物出張所 1M 神戸 新居浜税関支署三島出張所 36 大阪 堺税関支署岸和田出張所 4L

東京 新潟税関支署 1N 神戸 今治税関支署 37 大阪 関西空港税関支署 4M

東京 新潟税関支署東港出張所 1O 神戸 松山税関支署 39 大阪 和歌山税関支署 4N

東京 新潟税関支署新潟空港出張所 1Q 神戸 神戸税関（本関） 3A 大阪 和歌山税関支署下津出張所 4O

東京 新潟税関支署直江津出張所 1R 神戸 神戸税関摩耶埠頭出張所 3D 大阪 和歌山税関支署新宮出張所 4R

東京 新潟税関支署柏崎出張所 1S 神戸 神戸税関ポートアイランド出張所 3F 大阪 京都税関支署 4S

東京 酒田税関支署 1T 神戸 神戸税関六甲アイランド出張所 3G 大阪 舞鶴税関支署 4U

東京 酒田税関支署山形出張所 1U 神戸 尼崎税関支署 3J 大阪 舞鶴税関支署宮津出張所 4W

東京 東京税関（本関）山梨政令派出所 1Y 神戸 姫路税関支署 3K 大阪 敦賀税関支署 4X

横浜 仙台塩釜税関支署石巻出張所 21 神戸 姫路税関支署相生出張所 3L 大阪 敦賀税関支署福井出張所 4Y

横浜 仙台塩釜税関支署気仙沼出張所 22 神戸 姫路税関支署東播磨出張所 3M 大阪 金沢税関支署 4Z

横浜 鹿島税関支署つくば出張所 26 神戸 宇野税関支署 3N 名古屋 名古屋税関諏訪出張所長野地区政令派出事務所 52

横浜 小名浜税関支署福島空港出張所 28 神戸 宇野税関支署岡山空港出張所 3O 名古屋 名古屋税関岐阜政令派出事務所 53

横浜 横浜税関（本関） 2A 神戸 水島税関支署 3Q 名古屋 清水税関支署静岡空港出張所 55

横浜 横浜税関鶴見出張所 2B 神戸 福山税関支署尾道糸崎出張所 3R 名古屋 名古屋税関（本関） 5A

横浜 横浜税関山下埠頭出張所 2D 神戸 福山税関支署 3S 名古屋 名古屋税関稲永出張所 5C

横浜 横浜税関本牧埠頭出張所 2E 神戸 福山税関支署因島出張所 3T 名古屋 名古屋税関西部出張所 5E

横浜 横浜税関大黒埠頭出張所 2H 神戸 福山税関支署竹原出張所 3U 名古屋 名古屋税関南部出張所 5G

横浜 横浜税関宇都宮出張所 2I 神戸 呉税関支署 3V 名古屋 名古屋税関中部外郵出張所 5H

横浜 横浜税関川崎外郵出張所 2J 神戸 広島税関支署 3W 名古屋 中部空港税関支署 5I

横浜 横須賀税関支署 2K 神戸 広島税関支署広島空港出張所 3X 名古屋 豊橋税関支署蒲郡出張所 5J

横浜 横須賀税関支署三崎監視署 2L 神戸 浜田税関支署 3Y 名古屋 豊橋税関支署 5K

横浜 川崎税関支署 2M 神戸 境税関支署 3Z 名古屋 名古屋税関諏訪出張所 5L

横浜 川崎税関支署東扇島出張所 2N 神戸 宇野税関支署片上出張所 KB 名古屋 清水税関支署 5M

横浜 千葉税関支署 2O 神戸 松山税関支署宇和島出張所 KD 名古屋 清水税関支署興津出張所 5N

横浜 千葉税関支署姉崎出張所 2Q 神戸 高知税関支署 KF 名古屋 清水税関支署焼津出張所 5O

横浜 千葉税関支署木更津出張所 2R 神戸 高知税関支署須崎出張所 KG 名古屋 清水税関支署御前崎出張所 5Q

横浜 千葉税関支署船橋市川出張所 2S 神戸 小松島税関支署 KH 名古屋 清水税関支署浜松出張所 5R

横浜 千葉税関支署銚子監視署 2T 大阪 金沢税関支署七尾出張所 41 名古屋 清水税関支署田子の浦出張所 5S

官署名 官署名

■総合運転試験では、輸出入申告事項登録まで終了したデータが利用者コードごとに登録されています。
そのまま送信されますと、各本関等向けの申告となってしまいますので、輸出入申告時に必ずあて先官署欄を修正してください。
また、部門につきまして、輸出入事項登録時に本関等にかかる部門が自動選別されていますため、変更後の官署に存在する部門を再選別するため、スペースに修正してください。

官署名
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（別紙）

税関 官署コード 税関 官署コード

名古屋 清水税関支署沼津出張所 5T 長崎 八代税関支署三角出張所 7K

名古屋 清水税関支署下田監視署 5U 長崎 八代税関支署水俣出張所 7L

名古屋 豊橋税関支署衣浦出張所 5V 長崎 鹿児島税関支署 7M

名古屋 四日市税関支署 5W 長崎 鹿児島税関支署鹿児島空港出張所 7N

名古屋 四日市税関支署津出張所 5X 長崎 鹿児島税関支署志布志出張所 7Q

名古屋 四日市税関支署尾鷲出張所 5Y 長崎 鹿児島税関支署川内出張所 7R

門司 大分税関支署津久見出張所 61 長崎 鹿児島税関支署枕崎出張所 7U

門司 大分税関支署佐伯出張所 63 函館 秋田船川税関支署秋田空港出張所 81

門司 細島税関支署 64 函館 札幌税関支署旭川空港出張所 82

門司 細島税関支署油津出張所 65 函館 函館税関（本関） 8A

門司 大分税関支署大分空港出張所 66 函館 青森税関支署 8C

門司 細島税関支署宮崎空港出張所 68 函館 八戸税関支署 8D

門司 門司税関（本関） 6A 函館 秋田船川税関支署 8E

門司 門司税関田野浦出張所 6C 函館 大船渡税関支署釜石出張所 8H

門司 門司税関苅田出張所 6D 函館 大船渡税関支署 8I

門司 岩国税関支署 6F 函館 宮古税関支署 8J

門司 徳山税関支署 6G 函館 小樽税関支署 8K

門司 徳山税関支署防府出張所 6H 函館 札幌税関支署 8L

門司 徳山税関支署光出張所 6J 函館 千歳税関支署 8N

門司 徳山税関支署平生出張所 6K 函館 札幌税関支署留萌出張所 8O

門司 宇部税関支署 6L 函館 稚内税関支署 8Q

門司 下関税関支署 6N 函館 根室税関支署 8R

門司 下関税関支署萩出張所 6O 函館 釧路税関支署 8S

門司 戸畑税関支署 6R 函館 室蘭税関支署 8T

門司 戸畑税関支署若松出張所 6S 函館 苫小牧税関支署 8U

門司 博多税関支署 6T 函館 小樽税関支署石狩出張所 8V

門司 門司税関福岡外郵出張所 6U 函館 青森税関支署青森空港出張所 8W

門司 福岡空港税関支署 6V 函館 釧路税関支署紋別出張所 8X

門司 伊万里税関支署唐津出張所 6W 函館 釧路税関支署網走出張所 8Y

門司 伊万里税関支署 6X 函館 釧路税関支署十勝出張所 8Z

門司 厳原税関支署 6Y 沖縄 沖縄地区税関（本関） 9A

門司 大分税関支署 6Z 沖縄 沖縄地区税関那覇外郵出張所 9B

長崎 長崎税関（本関） 7A 沖縄 沖縄地区税関鏡水出張所 9C

長崎 長崎税関長崎空港出張所 7C 沖縄 石垣税関支署平良出張所 9F

長崎 佐世保税関支署 7E 沖縄 石垣税関支署 9G

長崎 三池税関支署 7F 沖縄 石垣税関支署与那国監視署 9H

長崎 三池税関支署久留米出張所 7G 沖縄 那覇空港税関支署 9I

長崎 八代税関支署 7H 沖縄 沖縄税関支署 9J

長崎 八代税関支署熊本出張所 7I 沖縄 沖縄税関支署平安座出張所 9K

長崎 八代税関支署熊本空港出張所 7J

官署名 官署名
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２．HFC業務用保税地域コード及び官署コード ３．一覧照会における照会対象年月日

官署コード 2013年6月19日

1A 2013年6月19日

2A 2013年6月19日

3A 2013年6月19日

4A 2013年6月19日

5A

6A

7N

8A

9A

官署コード

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7N

8A ※輸出・別送品は「8C」

9A

長崎

函館

沖縄

税関

■一覧照会（IDI、IES、IUE）における事項登録一覧の照会については、お客様の通関事業所の管轄税関ご
とに、以下の官署コードを入力して照会を実施してください。
　※当該官署は、照会時に使用する官署コードです。輸出入申告時には、あて先官署欄を修正していただき
ますのでご留意ください。

横浜

神戸

大阪

名古屋

門司

東京税関

■HFC業務については、以下の官署向けの申請を想定して疑似データを登録しています。
お客様において、通常HFCの申請をされている官署向けの申請を希望される場合、
バースコード（注）の管轄官署であれば以下の官署以外への申請も可能ですので、HFCのみで
あれば希望官署への申請が可能です。
ただし、HFC後引き続き輸出入申告を行う場合は、以下保税地域コード及び官署コードをご利用
いただく必要がありますのでご注意ください。

2AHSM

3AHSM

4AHSM

5AHSM

6AHSM

7NHSM

8AHSM

9AHSM

2013年8月2日

　海上　輸出入申告/神戸税関管轄 2013年8月2日

　海上　輸出入申告/大阪税関管轄 2013年8月2日

　海上　輸出入申告/函館税関管轄

　海上　輸出入申告/横浜税関管轄

４．一覧照会における申告税関官署コード

1AHSM

　海上　輸出入申告/沖縄地区税関管轄

　海上　別送品輸出申告/全税関管轄 2013年8月2日

　海上　輸出入申告/門司税関管轄

　海上　輸出入申告/長崎税関管轄

※自社データにてHFC業務を実施する場合は、
左記コードを使用する必要はありません。

　海上　輸出入申告/東京税関管轄 2013年8月2日

「照会対象年月日」入力内容

保税地域コード 　海上　輸出入申告/名古屋税関管轄

■一覧照会（IDI、IES、IUE）における事項登録一覧の照会については、以下の区分ごとに、照会
対象年月日を入力して照会を実施してください。

（注）バースコードの入力においては、以下の保税地域コード及び官署コードとの整合性が取れなくてもエ
ラーにはなりませんので、試験においては、任意のバースコードを入力することが可能です。

2013年6月18日　航空　輸出入申告/全税関

区分
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