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謹 賀 新 年
平成29年元旦

旧年中は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

皆様のご健勝とご多幸をお祈り致しますと共に

本年もご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

駿河湾を臨み朝日に映える浜松市街

第34回AFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会）中間会議開催地
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年頭のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人		日本貿易関係手続簡易化協会

理事長　小　林　栄　三　

平成29年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　
昨年は英国において国民投票でEU離脱（ブレグジット）が選択され、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和
党のドナルド・トランプ氏が当選しました。また、アジアでは、台湾の総統選挙で民進党の蔡英文氏が初当選し
8年ぶりの政権交代となり、韓国では朴槿恵大統領をめぐる政治的混乱が発生するなど、国際政治にいろいろ
な動きがあった年となりました。
一方で、昨年の世界経済は、減速の流れに歯止めがかかり、年後半には実質GDP成長率が米欧で改善

するなど持ち直しの動きが見られました。
本年も、世界経済は持ち直しが続き、成長率は昨年を上回ると期待されていますが、不確定要因も少なか

らずあり、不安定さが残る一年になると思われます。米国は個人消費を中心に経済の堅調な拡大が続いていく
見通しですが、トランプ新大統領の経済政策を注視していく必要があります。ユーロ圏は、雇用情勢の改善等
から緩やかな景気拡大基調は維持される見通しですが、主要国で重要な選挙が相次ぐことから政治的に不安
定化する恐れがあり、これらの実体経済への影響には留意する必要があります。新興国は、引き続きファンダメ
ンタルズの良し悪しによってばらつきが見られると予想されます。昨年は減速に歯止めがかかった中国経済も、
未だ構造調整の途上であり、今年は成長ペースが一段と鈍化する可能性もあると思います。
我が国に目を転じますと、円安や海外景気拡大による輸出増加、企業業績の改善が見込まれ、さらに賃金

の持続的な上昇が消費者マインドの改善と相まって個人消費を押し上げ、また、設備投資が拡大に向かうなど、
徐々に自律的な回復を取り戻すことが期待できる年となりそうです。

このような状況の下で、経済のグローバル化は着実に進んでいます。TPPの発効については不透明感が強
まっていますが、TPP以外でも、日・EU経済連携協定、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、アセアン
経済共同体（AEC）など、メガFTAの創設や経済連携深化に向けた動きが、今後とも活発化していくものと思
われます。
また、2014年11月に採択されたWTO貿易円滑化協定は、昨年11月で批准したWTO加盟国・地域が
100となり、協定発効までに必要な批准国・地域数が残り10となりました。同協定には、貿易規則の透明性向
上に関する措置や輸出入手続の簡素化・迅速化に関する規則の整備等が含まれており、早期発効が期待さ
れます。
これらのメガFTA創設やWTO貿易円滑化措置からより大きなメリットを享受するためにも、国際貿易取引等
に係る各種手続の簡素化、電子化推進は重要であり、ASEANシングルウィンドウをはじめ国境を越えた電子デー
タ交換のためのインフラ整備が進んでいるところです。
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他方において、一昨年11月に発生したパリでの同時多発テロ以降、昨年3月にはベルギーのブリュッセル国
際空港でのテロ、また7月にはバングラデシュのダッカで日本人7名を含む人質20名が死亡するテロが発生する
など、各地でテロが相次いでいます。
このような状況下で、我が国では、国際貿易の安全確保を図りつつ円滑化を推進するとの観点から、AEO

（Authorized	Economic	Operator）制度に係る各国との相互承認を進めており、昨年は8番目となる香港と
の相互承認が締結されました。AEO輸出入申告について特例的に非蔵置官署への申告を認める輸出入申告
官署の自由化が、本年に予定されているNACCS（Nippon	Automated	Cargo	and	Port	Consolidated	
System）更改時に合わせて実施される予定です。また、現在、海上コンテナ積荷情報を電子的に税関に報
告することを義務付ける「出港前報告制度」など、いくつかの事前報告制度が運用されていますが、航空貨物
に係る積荷情報項目の追加等、事前報告制度拡充及び電子的な報告原則化の検討が進められています。

このほか、国際貿易の安全確保と貿易円滑化を両立させるためには、IT技術を活用した貿易関係手続電
子化、各国間の貿易関連電子データ交換、並びにその基盤となる国際標準導入をさらに進めていく必要があり
ます。当協会は、国連欧州経済委員会（UNECE）に設置された国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネス
のための国連センター）での国際標準化活動に参画しておりますが、その重要性はますます高まっております。

当協会は、一般財団法人としてこれまでの事業活動を踏まえたうえで、引き続き貿易関係団体や業界団体、
企業からのご支援を賜りつつこれらの課題に取り組み、幅広い分野において活動を展開していきたいと考えてお
ります。また、輸出入手続きにあたって皆様にご活用いただいております「日本輸出入者標準コード」につきまし
ても、NACCSの更改に対応すべく作業を進めており、一層の利便性向上に努めてまいる所存です。

最後になりましたが、平素より当協会の活動に対しご支援をいただいております会員各位に改めて御礼を申し
上げますとともに、本年も引き続きご理解とご協力を賜れれば幸甚に存じます。
皆様の益々のご発展とご健康を祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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新年のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務省関税局長

　梶　川　幹　夫　

平成29年の年頭にあたり、謹んで新年のお祝いを申し上げます。

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会の皆様方には、旧年中は関税政策・税関行政に多大なるご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年が皆様にとりましてより良い一年となりますよう、心からお祈り
いたします。

新年のご挨拶にあたり、財務省関税局及び税関の主な取組みについて申し上げます。

安全安心な社会の実現の観点では、昨年の覚醒剤押収量は、前年の押収量を大きく上回り、不正薬物の
密輸が依然として深刻な状況となっていることを示しています。適切かつ公平な関税等の賦課徴収の観点では、
近年において巧妙・大口化する金地金の密輸事件を多数処分するなど、関税等脱税事件の犯則処分件数及
び脱税額は大幅に増えています。税関はこれらの事犯に対して厳正に対処していく必要があります。

訪日外国人旅客は、昨年10月末現在ですでに2,000万人を上回りました。また、リオオリンピック・パラリンピッ
クが閉幕し、いよいよ2019年ラグビーワールドカップ日本大会、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に
向けた準備が本格化する中、テロ対策の強化はまさに喫緊の課題となっております。
テロ未然防止のため、関係機関と緊密に連携を図りつつ、不正薬物だけでなく、銃器・爆発物といったテロ
関連物資の厳正な水際取締りを行っていく必要があると考えております。

知的財産侵害物品の水際取締りについては、輸入差止件数が高水準で推移していることから、権利者等と
の連携を一層強化し、引き続き、迅速・適正かつ効果的な取締りに努めてまいります。

一方で、貿易円滑化への取組みも、税関の重要な使命です。

輸出入申告官署の自由化については、実施まで残り一年を切っており、一層の貿易のセキュリティ確保と円
滑化の両立に向けて、関税局及び税関一体となって対応してまいりたいと考えております。
併せて、通関業の営業区域制限の廃止や在宅勤務を可能とするといった通関業に係る制度の変更を行うこ

ととしています。
なお、同時期に次期ＮＡＣＣＳ更改が予定されており、関税局及び税関として通関手続に係る電子化・ペーパー

レス化の推進等に取り組んでいるところです。
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また、本年1月1日よりＨＳ2017改正を踏まえた新たな関税率表等が施行されております。昨年3月以降、各
地で事前説明会等を開催し、周知に努めてまいりました。今後とも品目分類については事前教示の活用を含め、
税関にご相談いただきますよう、お願いいたします。

さらに、ＥＰＡ税率を適用した輸入申告を適正かつ円滑に行っていただけるよう、事前教示の利用促進に加え、
これまで以上に原産地規則に関する広報・普及活動に努めてまいります。

以上、関税局及び税関における課題を紹介いたしましたが、本年におきましても、関税政策・税関行政の
運営にあたり、貴協会の皆様方から、引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

最後に、貴協会の益々のご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
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年 頭 所 感

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省	貿易経済協力局

局長　寺　澤　達　也　

平成29年の新春を迎えるにあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
昨年は、貿易経済協力局として、日本の貿易投資の促進に向けて、インフラ輸出、海外人材育成、内なる
国際化などの施策に全力を尽くしてまいりました。同時に、日本及び世界の安全保障を守り、経済社会の健全
な発展を実現するため、貿易投資の管理についても精力的に取り組んでまいりました。本年も、変化する国際
情勢に機動的に対応しながら、貿易投資の促進と管理の両面において効果的な施策を打ち出すことができるよ
う最善を尽くしてまいります。
インフラ輸出は、日本の成長戦略の重要な柱の一つです。昨年5月には安倍総理が「G7伊勢志摩サミット『質
の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ』」において、世界のインフラ案件に今後5年間で約2,000億ドルのリスク
マネーを供給することや、円借款手続を最短1.5年に短縮することを含む様 な々支援制度改善策を発表しました。
また、10月に成立した補正予算では、JICA、JBIC、NEXI、JOGMECなどの支援機関の財務基盤強化が
実現しました。
さらに、本年4月には、NEXIが特殊会社に移行することが予定されており、経営の効率性、審査の機動性、
顧客対応の質の更なる向上などが期待されます。本年は、これらの成果や枠組を十分に活用しながら、日本
の質の高いインフラの輸出を加速し、日本と相手国の双方の経済発展に貢献してまいります。
海外における産業人材育成は、日本企業の海外市場進出を支援する上で非常に重要です。安倍総理は、
一昨年11月のASEANビジネス投資サミットにおいて「アジア地域で3年間に4万人」、昨年8月のTICADⅥ
において「アフリカで3年間に1,500人」、11月の日印首脳会談において「インドで10年間に3万人」の産業人
材育成を目指すことをそれぞれ発表しました。
特にインドでは、日印官民連携の下、日本のものづくり教育の仕組みをインド人向けに再構築した日本式もの

づくり学校（JIM：Japan-India	Institute	for	Manufacturing）を設立します。また、ASEAN諸国においては、
日本企業と現地高等教育機関が連携した寄附講座を20程度開設し、現地の産業発展をリードする人材を育
成する予定です。これらの取組を着実に進めることにより、日系企業の進出先におけるビジネス環境を整え、海
外市場の成長を最大限取り込んでまいります。
企業活動のグローバル化に伴い、国際的な租税回避を的確に防止することが重要な課題となっています。こ

れを受けたタックスヘイブン対策税制の見直しにあたっては、海外展開を行う日本企業への過度な負担を回避
するため、税率基準を導入するなど合理的で簡素な制度を目指します。
内なる国際化は、日本を世界の資本と人材が集まる拠点とするために不可欠な取組です。具体的には、国
内の事業環境と生活環境を世界に向けて徹底的に開き、多様性を受け入れる経済・社会を実現していきたい
と考えています。
昨年6月の成長戦略では、海外の優れた経営資源・人材を積極的に呼び込むため、規制・行政手続の抜
本的簡素化、世界最速級での永住許可申請を可能とする「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設、携
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帯電話や医療機関などの日常生活に係る外国語対応などを進める方針を打ち出しました。本年は、規制・行
政手続き見直しの重点分野を幅広く選定し、その削減目標を定めるとともに、「日本版高度外国人材グリーンカー
ド」制度の実現、外国人留学生の就職支援に向けた取組をさらに推し進めてまいります。
以上の取組を通じて、日本の貿易投資活動を加速する「アクセル」を強化しつつも、その一方で、安全保障
環境や公正な市場環境などの維持のための「ブレーキ」として、貿易投資の管理を着実に実施することも重要
です。
日本を取り巻く安全保障環境は、ISILなどの脅威や、北朝鮮の度重なる核実験、弾道ミサイル発射など、
厳しさを増しています。昨年は、累次にわたる北朝鮮の核実験などに対し、外国為替及び外国貿易法に基づ
く輸出入の禁止などの厳格な運用により、一貫して厳しい姿勢で臨んでまいりました。引き続き、日本の安全保
障上の脅威に対して、毅然とした対応をしてまいります。
また、工作機械、炭素繊維などの汎用技術が海外で兵器に利用されないよう、国際輸出管理レジームの合
意内容を踏まえ、機微技術を厳格に管理する必要があります。特に、国の安全に関わる機微技術の管理のあ
り方について、昨年より開催している産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会において議論を積み重ね、
方向性を打ち出してまいりたいと思います。
貿易の管理には、国際ルールに則り、公正な貿易を推進し、日本の産業を適切に守っていくという役割もあり

ます。過剰供給能力が国際的な課題となる中、アンチ・ダンピング措置の適切な執行を通じて、適正な市場環
境を維持する必要があります。現在、中国産高重合度PET樹脂についてのアンチ・ダンピング調査を行ってい
るところです。
このアンチ・ダンピング調査について、国際的な手続水準を踏まえ、申請者の負担を合理化する観点から、
申請にあたっての要件を緩和いたしました。不公正な取引による市場の歪みを是正することができるよう、本年も、
産業界の要望を伺いながら適切に調査を行ってまいります。
こうした管理を厳格に実施する一方、貿易手続を如何に効率的に、利便性の高いものにしていくかという視
点も重要です。本年秋には、NACCSの大規模なシステム更新を迎えます。新たなシステムにより、安定性・
信頼性を更に強化させることはもちろん、利用者の皆様の変更要望に応え、利便性を向上していきます。
日本にとって、国際ルールに則した公正な貿易の推進は、経済成長の大前提となるものです。本年も、様々
に変化する国際的な環境のもと、貿易投資の促進と管理という、「アクセル」と「ブレーキ」の最適なバランスを
追求してまいります。
本年も貿易経済協力局の施策に対する皆様のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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年頭のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国土交通省総合政策局情報政策本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官）

　竹　田　浩　三　

平成29年を迎え、年頭のご挨拶を申し上げます。

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会並びに関係の皆様におかれましては、日頃より貿易関係手続
に関するＥＤＩ（電子データ交換）の促進や貿易手続の簡素化に係る活動を通じて国土交通行政に対して多大
なご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

今、世界ではＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボット・センサーなどの情報通信技術の活用による「第４次産業	
革命」とした技術革新の波が想像する以上のスピードで押し寄せ、我が国の産業構造を一変させようとしていま
す。そのような情報通信技術の活用は、少子高齢化により生産年齢人口が減少する中、革新的なイノベーショ
ンにより生産性を向上させ、経済成長をもたらす鍵として、ますます重要となっております。我が国としても昨年
改訂した「日本再興戦略」の中で新たな有望成長市場の創出のための重要な施策と位置づけ、取組んでいる
ところです。

国土交通省では、世界最高水準のＩＴ社会の実現を目指し「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」などに基づき
情報化の利活用を進めるとともに、それに伴い近年高まるサイバー攻撃に対するセキュリティの強化も重要な課
題であるとの認識の下、昨年4月、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官を設置、ＩＴ利活用と一体と
して組織体制を強化し、これら施策を推進しております。
また、昨年、「国土交通省生産性革命本部」を設置し、ＩＣＴなど新技術の活用や既存インフラを徹底活用
するなどして、生産性向上につながる取組の先進事例として20のプロジェクトを選定し、本年を生産性革命「前
進の年」としてプロジェクトのさらなる具体化を進め、我が国経済の持続的な成長に貢献してまいりたいと考えて
おります。
貴協会に関係が深い物流分野においては、積載率の低下や、長い手待ち時間の発生等の非効率に対応

し労働力不足を克服するため、業務効率の改善と付加価値の向上によって物流産業の大幅なスマート化を図る
「物流生産性革命」を推進しております。本年も改正物流総合効率化法の枠組等を活用し、共同輸配送、モー
ダルシフト等の輸送の効率化や手待ち時間削減に取り組むとともに、アジア等において我が国の物流サービスの
競争優位を生み出すため、クール宅配便をはじめとする我が国の物流システムの国際標準化の推進等を図るな
ど、生産性の向上に資する様 な々施策を推進してまいります。

貴協会が国連ＣＥＦＡＣＴ・ＡＦＡＣＴにおいて取り組まれている、国際貿易取引等に係る各種手続の簡素化、
電子化の推進や、電子商取引のための国際標準化等の各種活動は、貿易関係手続の効率化に資するもの
であり、物流事業の生産性向上にも貢献するものであります。
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今後ますます、経済のボーダーレス化の進展やＩＴ技術の利活用の推進が予想される中、貿易取引をはじめ
とする国際物流の効率化・簡素化に対する重要性は高まる一方であり、国土交通省として貴協会の活動と成
果に対して大きな期待を寄せております。

最後に、貴協会並びに関係者の皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさせてい
ただきます。
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2017年		JASTPRO	行事予定（国際関係）

　○3月27日（月）～31日（金）	 第29回国連CEFACTフォーラム出席
　	 　ジュネーブ（スイス）

　○4月3日（月）～4日（火）	 第23回国連CEFACT総会出席
　	 　ジュネーブ（スイス）

　○4月19日（水）～21日（金）	 第35回AFACT中間会議出席
　	 　台北（台湾）

　○9月10日（日）～13日（水）	 第35回AFACT総会出席
　	 　台北（台湾）

　○10月～ 11月		 第30回国連CEFACTフォーラム出席
　	 　開催地：未定

　○9月～ 10月	 第8回APTFF出席　
　	 　開催地：未定

<国連CEFACT：United	Nations	Centre	for	Trade	Facilitation	and	Electronic	Business>
　　　　　　　　（貿易円滑化および電子ビジネスのための国連センター）
国連ECEの下部組織であり、各国間のビジネス、貿易、管理組織の能力向上を支援している。その
使命は、手順、手続、情報の流れについて簡素化を進め、調和を図ることによって、国内・国際業務
の簡素化を図り、世界の貿易の発展に寄与することにある。

<AFACT	：	Asia	Pacific	Council	for	Trade	Facilitation	and	Electronic	Business>
　　　　　	（貿易円滑化および電子ビジネスに関するアジア太平洋協議会）　
アジア・太平洋地域での国連CEFACTに関係する共通課題についての意見交換と域内での普及促
進を目的としている。ホスト国は一年毎に交代し、本年は台湾がホスト国となる。

<APTFF：	Asia	Pacific	Council	for	Trade	Facilitation	Forum>
　　　　　（アジア−太平洋貿易円滑化フォーラム）
アジア太平洋地域の貿易手続簡易化と電子化を促進するため、例年、国連ESCAPとアジア開発銀行
の協賛により開催されるフォーラム。各国の貿易手続簡易化を進めるため、各国間の情報交換を行うとと
もに、協力して貿易手続簡易化戦略を検討している。



JASTPRO

—	10	—

2017年		JASTPRO	行事予定（国内関係）

　　　○3月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2017年度事業計画・収支予算等

　　　○6月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2016年度事業報告・決算報告等
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記事１.	国連CEFACTからのお知らせ

国連CEFACT公式Website（http://www.unece.org/cefact.html）に以下の3件の記事があらたに公表
されておりますのでご参考にお知らせします。

1-1		3	January	2017:
UN/CEFACT	reminds	 that	 the	cut-off	date	 for	submission	of	new	DMRs	 for	UN/CCL	D.17A	
and	EDIFACT	D.17A	is	the	30	January	2017.	

　2017年1月3日
国連CEFACTコア構成要素ライブラリー（CCL）	D.17A及びUN/EDIFACT	D.17Aに関する変更要求
（DMR）の事務局への送付は2017年1月30日が期限です。

1-2		22	December	2016:
UNECE	Secretariat	has	released	the	2016-2	UN/LOCODE	directory.

　2016年12月22日
国連欧州経済委員会（UNECE）事務局よりUN/LOCODE（地名、港名コード）の2016年後半更改内容
が公表されました。詳細は以下を参照ください。
　　http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

1-3		21	December	2016:
Elections	of	Vice-Chairs	for	the	UN/CEFACT	Plenary	Bureau	-	Geneva,	UN/CEFACT	Plenary,	
Monday,	3	April	2017.
Elections	of	Vice-Chairs	 for	 the	UN/CEFACT	Plenary	Bureau	will	 take	place	on	Monday,	 3	
April	2017,	 in	Geneva,	during	the	23rd	UN/CEFACT	Plenary.	The	Election	Procedure	 for	the	
UN/CEFACT	Bureau	can	be	found	online	（ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/10/Rev.1）.	
In	accordance	with	 the	UN/CEFACT	revised	Mandate,	Terms	of	Reference	and	Procedures	
（ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.5）	at	least	4	Plenary	Vice-Chairs	may	be	elected.	
Please	note	that	all	candidates	must	complete	the	Candidate	Form	in	full		and	must	also	provide	
a	current	Curriculum	Vitae.
Following	guidelines	from	the	UNECE	Executive	Committee,	candidates	have	to	be	nominated	
by	their	country	Head	of	Delegation/Government	Agency/Permanent	Mission.	The	nominations	
（including	 the	 completed	 candidate	 profile	 form	 and	CV）	should	 be	 sent	 to	 the	UNECE	
secretariat	by	9	February	2017.

　2016年12月21日
国連CEFACT総会（2017年4月3日（月））における国連CEFACTビューロ副議長改選
ジュネーブに於ける第23回国連CEFACT総会期間中の2017年4月3日（月）に国連CEFACTビューロ副
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議長の改選が実施されます。改選の手続きは	ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/10/Rev.1にて公開さ
れています。
国連CEFACT改訂運用規約（ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.5）に基づき少なくとも4名の
副議長を選任する必要があります。すべての立候補者は候補者用フォームに記載し更に履歴書を提出しな
ければなりません。
国連欧州経済委員会理事会によるガイドラインでは候補者は出身国のHead	of	Delegation、関係省庁もし
くは在ジュネーブ国際機関政府代表部によるノミネーションを得る必要があります。ノミネーションは、候補者
のプロフィールと履歴書を含めて、2017年2月9日までにUNECE事務局に送付願います。

以上
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記事２.	UN/LOCODEの新規承認

今回2016−2（2016年	後半期分）として、以下の12件が日本に関する新規UN/LOCODEとして国連
CEFACTホームページに公開されましたのでご通知いたします。

UN/LOCODE 都道府県名 地　名 Name 経度緯度

JPAAE 石川県 津幡 Tsubata 3640N 13644E

JPADO 大阪府 大阪狭山 Osakasayama 3430N 13533E

JPAGN 岡山県 津山 Tsuyama 3530N 13400E

JPCKZ 福岡県 筑前 Chikuzen 3327N 13036E

JPMAN 岡山県 真庭 Maniwa 3509N 13374E

JPNZW 北海道 ニセコ Niseko 4248N 14041E

JPOQK 愛知県 長久手 Nagakute 3511N 13702E

JPTNC 三重県 東員 Toin 3504N 13635E

JPTSV 福岡県 糸島 Itoshima 3333N 13011E

JPW9K（注） 福井県 若狭 Wakasa 3527N 13551E

JPYOZ  奈良県 吉野 Yoshino  3424N 13551E

JPZXY 長野県 小布施 Obuse 3642N 13819E

注）UN/LOCODEには数字は含まれませんので、JPWKSとするよう再度申請中です。

以上
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記事３.	ＮＡＣＣＳセンターからのご案内

以下のご案内がありましたのでお知らせいたします。

NACCS専⽤⼝座は平成29年3⽉末に廃⽌します

継続して⼝座振替を希望されるお客様は、
お早めにリアルタイム⼝座への変更をお願いします。

NACCS専⽤⼝座廃⽌⽇直前のNACCS専⽤⼝座利⽤は、後続業務等に影響が
⽣じる場合があり、注意が必要です。

① NACCSホームページを参照し、リアルタイム⼝座振替申込
書類をNACCSセンターへご提出ください。(※2)

② リアルタイム⼝座登録完了後、社内関係部署、通関委託先等
の関係者へ使⽤⼝座の変更をご周知ください。

③ 銀⾏にてNACCS専⽤⼝座の解約⼿続きをしてください。

★ 残⾼不⾜にも⼊⾦後即時反映されて便利！
★ ⾃由に⼊出⾦ができて便利！
★ 関税等の納付以外にも使えて便利！⼀般⼝座を

利⽤するので…

※1 平成29年3⽉末は最終的な廃⽌期限であり、銀⾏により廃⽌時期は異なります。廃⽌後は、
NACCS専⽤⼝座を解約されなくても、関税等のNACCS専⽤⼝座からの引落しができなく
なりますのでご注意ください。

NACCSセンター ヘルプデスク

NACCS公式ホームページ
http://www.naccs.jp/

NACCS掲⽰板
http://www.naccscenter.com/

NACCS専⽤⼝座ご利⽤の皆様へ

［リアルタイム⼝座振替の主なメリット］

［NACCS専⽤⼝座廃⽌までにご対応いただくこと］

NACCS リアルタイム

※2 ⾦融機関により、お申込みから利⽤開始まで１ヶ⽉程度を要する場合がありますので、
NACCSホームページをご確認ください。

お問合せ先：
☎ 0120-794550

2016/12

検索
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[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→口座名義人コード変更、複数利用可能者追加等

同一口座の複数利用者による利用は

ご利用いただくには

手続きにかかる所要時間は

手続き完了通知は申込みにあたって

・ 金融機関コード(4桁)+支店コード(3桁)+口座番号(7桁)
を並べた14桁の数字列を通関業者にお伝えください
（自社通関の場合は、その数字を通関時に入力下さい）。

・ 利用者（納税義務者等）、金融機関、NACCSセンター
の三者間契約。

・ ご登録いただく「預金口座」は、「納税義務者の輸出
入者コード（又はNACCS利用者コード）」又は「代理
店・通関業者のNACCS利用者コード」
の登録名と名義が一致している必要があります。

・申込手続き完了次第、申込担当者欄に記入いただ
いたメールアドレス宛にメールにてお知らせします。

（メールが送れない場合は封書にて通知いたします。）

・ ご利用になりたい金融機関により異なります。
金融機関ごとの手続きに係る日数はホームページ
をご覧ください。 （おおよそ２～３週間程度）

（2）NACCS利用者コード(5桁)で登録している場合
NACCS掲示板の「申込手続(NSS)」から、「システム
設定調査票」をNACCSサポートシステムにて提出して
ください。

（1）輸出入者コード(12桁)で登録している場合
「輸出入者口座複数利用可能者登録申出書」を
提出してください。

・同一法人であれば可能です。
異なる法人間での同一口座の利用はできません。

「リアルタイム口座振替」の手続き・利用のポイント！

・ 「リアルタイム口座振替完了通知情報」のサンプル

[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→リアルタイム口座振替完了通知情報（PDF）

・ 「口座使用明細データ」のサンプル

[NACCS掲示板 から NACCS業務仕様・関連資料]
→管理資料情報 →I06口座使用明細データ

領収書と明細は

・領収書は出力されません。
・明細が必要な方は事前に通関業者へご相談ください。
「輸入許可通知情報」
「リアルタイム口座振替完了通知情報」

管理資料の「口座使用明細データ」の入手が可能です。

リアルタイム口座振替方式対応金融機関一覧（銀行）

コード 金融機関名 コード 金融機関名 コード 金融機関名 コード 金融機関名

0001 みずほ銀行 0140 第四銀行 0163 紀陽銀行 0191 北九州銀行

0005 三菱東京ＵＦＪ銀行 0141 北越銀行 0166 鳥取銀行 0501 北洋銀行

0009 三井住友銀行 0142 山梨中央銀行 0167 山陰合同銀行 0517 栃木銀行

0010 りそな銀行 0143 八十二銀行 0168 中国銀行 0522 京葉銀行

0017 埼玉りそな銀行 0144 北陸銀行 0169 広島銀行 0525 東日本銀行

0116 北海道銀行 0145 富山銀行 0170 山口銀行 0534 富山第一銀行

0117 青森銀行 0146 北國銀行 0172 阿波銀行 0538 静岡中央銀行

0118 みちのく銀行 0147 福井銀行 0173 百十四銀行 0542 愛知銀行

0119 秋田銀行 0149 静岡銀行 0174 伊予銀行 0543 名古屋銀行

0120 北都銀行 0150 スルガ銀行 0175 四国銀行 0544 中京銀行

0125 七十七銀行 0151 清水銀行 0177 福岡銀行 0546 第三銀行

0126 東邦銀行 0152 大垣共立銀行 0179 佐賀銀行 0554 関西アーバン銀行

0128 群馬銀行 0153 十六銀行 0180 十八銀行 0562 みなと銀行

0129 足利銀行 0154 三重銀行 0181 親和銀行 0569 もみじ銀行

0130 常陽銀行 0155 百五銀行 0182 肥後銀行 0572 徳島銀行

0133 武蔵野銀行 0157 滋賀銀行 0183 大分銀行 0573 香川銀行

0134 千葉銀行 0158 京都銀行 0185 鹿児島銀行 0576 愛媛銀行

0135 千葉興業銀行 0159 近畿大阪銀行 0187 琉球銀行 0587 熊本銀行

0137 東京都民銀行 0161 池田泉州銀行 0188 沖縄銀行 0597 八千代銀行

0138 横浜銀行 0162 南都銀行 0190 西日本シティ銀行

2016.12.27時点

※リアルタイム口座振替方式対応信用金庫一覧についてはNACCS掲示板をご確認ください。
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—	協会ホームページのリンク集のご案内	—

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関	

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



—	JASTPRO広報誌電子版のご案内	—

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　http://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに	

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【申込み宛先】

　　	（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　	業務部　業務一部長　石垣		充

　　	E-mail	address:		gyomu_dept@jastpro.or.jp




