






　輸出人貨物の通関には、輸出入・港湾
関連情報処理システム（NACCS=Nippon 
Automated Cargo and port Consoli-
dated System）が活躍しています。
　NACCS は、税関、関係行政機関及び
関連民間業界をオンラインで結び、輸出入
貨物にかかる税関手続や関税・消費税等
の納付などを迅速に処理しています。全
国の海港及び主要な空港に導入されてお
り、輸出入申告全体の約99％がNACCSで
処理されています。これによって、税関手
続の迅速化・適正化、物流の円滑化に大
きな効果をあげています。

The Nippon Automated Cargo and Port Consolidated 
System (NACCS) plays an active role in the customs 
clearance of import and export goods.
NACCS connects all the customs, related government 
agencies and private sector online to expedite customs 
procedures on import/export goods and payment of 
customs duties and taxes. NACCS has been 
introduced in major airports and seaports across the 
country, and 99 percent of the total import and export 
declarations are processed in NACCS. NACCS has a 
great effect on the acceleration and rationalization of 
customs procedures and smooth logistics.

税関、出入国管理、人検疫、港長、港湾管理、
動（植）物検疫、食品衛生、貿易管理、医薬等の手続

※NVOCC(Non Vessel Operaring Common Carrier)…自らは船舶などの輸送手段を保有
　せず、運送業者として輸出入者から貨物を引き受け、船会社を利用して海上運送を行う者

NACCS

入出港届、積荷目録、
乗員・旅客名簿

入出港届、積荷目録、
乗員・旅客名簿

貿易関連情報貿易関連情報

申告・届出

貨物情報
貨物情報

貨物情報

貨物情報

貨物情報

許可情報

許可通知許可通知
輸出入申告    

輸出入申告    

貨物情報

貨物情報

許可情報

取引関連
情報 取引関連

情報

保険情報 保険情報



事後調査

　貨物の輸入通関後、税関では、輸入者の事業所などを個別
に訪問して、輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われ
たか否かを事後的に確認しています。不適正な申告があった
場合は、これを是正するとともに、輸入者に対する適正な申告
指導を行い、適正な課税を確保しています。

Under the self-assessment system, importers(taxpayers) are expected to 
calculate customs value and amount of taxes correctly, make appropriate 
import declarations and pay taxes. Import declarations, however, are not 
always correct. Customs officials visit the offices of importers to verify their 
import declarations after customs clearance (i.e. importation of goods). 
Customs corrects inappropriate declarations and provides importers with 
guidance on proper declarations to ensure appropriate and fair taxation. 

Post Clearance Audit



　税関は、わが国の経済・社会秩序を守るため、港や空港で
２4時間365日国民の安全・安心を脅かす麻薬や覚醒剤などの不
正薬物やテロ関連物資、拳銃などの密輸の取締りを行っています。

In order to maintain the economic and social order of Japan, customs officers are stationed 
at seaports and airports 24 hours a day and 365 days a year to control the smuggling of 
illicit drugs, terrorism-related materials and guns that threaten the safety of people.
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輸出入が禁止・規制されている物品
Prohibited/Restricted Goods for Import and Export

・麻薬類・拳銃等の社会悪物品
Illicit drugs, firearms, terrorism-related materials threatening the people’s security and safety.

　偽ブランドのバッグやアクセサ
リーなど、知的財産（商標権、意
匠権、著作権など）を侵害する物
品（いわゆるコピー商品）は、国内
への持ち込みが禁止されていま
す。海外旅行先でお土産を購入
する際などは、ご注意ください。

Articles infringing upon intellectual property rights, such as counterfeit goods, 
are prohibited from import. You should keep in mind that some articles are 
prohibited from or restricted to import into Japan.

・知的財産侵害物品
IPR Infringing Goods

　生きている動植物やその
製品・加工品の中には、絶滅
のおそれのある野生動植物
を保護することを目的とした
「ワシントン条約」によって、国
内への持ち込みが規制され
ているものがあります。

CITES is an international agreement to ensure that international trade does 
not threaten the survival of any species. All import and export of wild 
animals and plants covered by the convention have to be authorized through a 
licensing system. CITES not only regulates trade in live specimens but also 
dead specimens including their manufactured derivatives(e.g.ivory,fur,bone).

・ワシントン条約該当物品
Article falling under CITES

密輸情報提供のお願い

税関では、２４時間フリーダイヤルで覚醒剤等の不正薬物、テロ関連物資、
拳銃及び知的財産侵害物品等の密輸に関する情報を求めています。

パソコンからは→税関密輸情報提供サイト
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

密輸ダイヤル（24h）　0120-461-961
税関ホームページ　http://www.customs.go.jp/

税関は、不正薬物をはじめとした、社会の安全・安心を脅かす物品を、
全国の港や空港などの水際で、24時間取り締まっています。

私たちが止める。

シロイ

許しません、白い粉 クロイ

通しません、黒い武器

　　０１２０-４６１-９６１
シ ロ イ ク ロ イ税関密輸ダイヤル

　　０１２０-４６１-９６１
シ ロ イ ク ロ イ



【神戸税関職員募集のお知らせ】 神戸税関では、新規職員・臨時職員を募集しています。採用に関する
ご照会や採用パンフレット等のご請求も受け付けていますので、お気
軽にお問い合わせください。

● 総務部人事課　ＴＥＬ：０７８－３３３－３０１３
　 神戸税関採用ホームページ　http://www.customs.go.jp/kobe/saiyou/01frame.htm

神戸税関　採用

税関見学のご案内  http://www.customs.go.jp/kobe/00kohoshitsu_top.htm/00koho.htm
Customs tour booking site
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税関相談 Customs Counselor

海外との商取引、海外旅行、個人輸入などの通関手続をはじめ、税関行政全般についての相談等を受け付ける窓口を設置しています。
Customs counselors are ready to answer any inquiries concerning customs procedures from travelers, importers, exporters so on.

● 神戸税関相談官室　ＴＥＬ：０７８－３３３－３１００

貿易統計 Trade statistics

税関では、輸出入される貨物の動きを貿易統計として定期的に作成・発表しています。
貿易統計に関する資料は、税関ホームページから検索・閲覧が可能です。
The national detailed trade statistics data and public documents which Kobe Customs issues monthly can be easily accessed on the Kobe Customs website for free.

● 調査部 調査統計課　ＴＥＬ：０７８－３３３－３０６５　ＦＡＸ：０７８－３３３－３１５2
　 http://www.customs.go.jp/kobe/boueki/00boueki_top.htm

税関に関する最新の情報は神戸税関ホームページをご覧ください。
神戸税関ホームページ　http://www.customs.go.jp/kobe/index.htm
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