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● SCCカルネの申請を⾏うには-初回発給
• 誓約および担保の提供
• STEP1
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• STEP5
• 完了

● SCCカルネの申請を⾏うには-再発給
• 再発給申請を行うための2つの方法
• 確認事項
• STEP4
• STEP5
• 完了

● SCCカルネの申請を⾏うには-紛失再発給
• 紛失再発給申請を行うための2つの方法
• 確認事項
• STEP4
• STEP5
• 完了

● 申請のキャンセルを⾏うには
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初回発給申請
SCC初回発給申請は以下のように進みます。
誓約および担保の提供→STEP1→STEP3→STEP4→STEP5→送信完了
STEP5で送信しない場合は下書保存されます。

SCCカルネの申請を行うには-初回発給

誓約および担保の提供
内容を確認し、同意する場合はチェックし、次へ進み
ます。
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STEP 1
本申請のSCCカルネ発給の支払いについての希
望をラジオボタンから選択してください。︓登録
者の決算書提出等の状況に応じて、選択できない
ボタンがあります。

用途を選択してください。複数選択が出来ます。
選択済みの用途は色が変わります。

カルネに記載する名義人住所︓法人登録者で支
店の英文住所登録がある場合は、プルダウンで
選択してください。

ハンドキャリー通関の場合︓チェックボックスを
選択すると入力欄が表示されますので、パスポー
ト同一表記（姓→名）で入力してください。削除し
たい場合は、ごみ箱ボタンを押してください。

業務通関の入力はこちら︓業務通関や9名以上の
ハンドキャリー通関の使用者は、この欄に入力し
てください。

名義人/住所・使用者・物品の用途︓カルネに記載
される内容です。記載が正しいかを確認して、必
要に応じて使用者や用途を修正してください。

保存して次へ進みます。
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この画面上にドラッグアンドドロップ、または「クリッ
クしてファイルを選択」ボタンを押してファイルを読み
込んでください。

ひな型ファイルのダウンロード︓ひな形のファ
イルをダウンロードして、物品表を入力・作成し
てください。

STEP 3

一括取り込み︓ファイルを取り込む場合は、「一
括取り込み」ボタンを押してください。

総合物品表の入力をします。品目ごとに必要な入力
項目があるため、注意して入力してください。

（SCC初回発給申請ではSTEP2はスキップされます）
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STEP 3（続き）
ファイルを選択した後、画面にファイル名が表示
されている場合、読み込みできる状態です。エラ
ー表示が出た場合は該当の行を編集して、取り込
める状態にしてください。

「読み込み」ボタンを押して読み込んでください。
「閉じる」ボタンを押すと物品表の読み込みは取
り消されます。

確認ボタンを押すと物品表の内容が表示されます。
記載に間違いがないか、確認した上で次の STEP へ
進みます。
確認画面で「上書き保存」または「保存して次へ」を押
さない限り、読み込んだ内容は保存されません。ご注
意ください。
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STEP 4

送付先は「管理者情報をコピー」「申請者情報をコ
ピー」のボタンを押すと、該当の情報が自動で入
力されます。

受領方法を選択し、着払宅配便を希望する場合は送
付先を入力してください。

保存して次へ進みます。



SCCカルネの申請を行うには-初回発給

7

STEP 5
「名義人 / 住所・使用者・物品の用途」「総合物品表」
「受領方法」を確認します。修正がある場合は「編集」ボ
タンまたは上部進捗バーの STEP ボタンで戻り編集し
てください。ボタンを押すと「変更内容は保存されませ
んがよろしいですか︖」というメッセージが表示されま
す。「審査完了時のお知らせ メール受信」の変更を行
った場合は「上書保存」をしてから「編集」に進んでくだ
さい。

修正がない場合は「審査完了時のお知らせメール受
信」の内容を必要に応じて変更してください。

領収証の宛名は申請者により、選択可能な場合が
あります。画面の内容に従い選択、あるいはその
まま進んでください。

発給料金概算の内容をよく確認し、次に進んでく
ださい。審査の結果、希望の発給料金にならなか
った場合に、申請を進めるかキャンセルするかを
表示されたラジオボタンで選択してください。（
この表示がない場合もあります）

「上書保存」をクリックし、このまま送信する場合は「
申請内容を確定して送信」ボタンを押します。

すぐに送信しない場合は、下書保存されます。下書保
存は、TOP 画面のメニュー SCC カルネ申請→初回発
給→下書保存で確認ができ、編集・申請ができます。
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完了
送信完了するとこの画面が表示されます。
TOP画面やカルネ一覧で送信した申請の状態は随時
確認できます。申請時に希望した場合は、審査完了時
にメールが届きます。
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メニューの「再発給」から進む方法

再発給申請を行う方法は、以下の2種類があります。

SCCカルネの申請を行うには-再発給

再発給申請を行うための2つの方法

メニューの「再発給」を押します。

一覧から再発給申請をするカルネを探し「申請」ボ
タンをクリックします。

「詳細」ボタンを押すとカルネの内容を確認でき
ます。カルネ詳細ページから「再発給」に進めま
す。次項をご確認ください。
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メニューの「カルネ一覧」から進む方法
メニューの「カルネ一覧」をクリックし、再発給申請をするカルネを検索します。

再発給申請は以下のように進みます。
確認事項→STEP4→STEP5→送信完了
STEP5で送信しない場合は下書保存されます。

再発給申請を行うための2つの方法（続き）

再発給申請

該当カルネの「詳細」ボタンを押して、カルネ詳細
ページを表示します。

カルネ詳細ページの「再発給」ボタンをクリックし
ます。この際、再発給ボタンが表示されない場合は
再発給申請はできません。
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確認事項

(再発給申請では、STEP1～STEP3はスキップされます)

STEP 4

再発給申請の確認事項にチェックし、次へ進みます。チ
ェックをしないと次のSTEPへ進めません。

送付先は「管理者情報をコピー」「申請者情報をコ
ピー」のボタンを押すと、該当の情報が自動で入力
されます。

受領方法を選択し、着払宅配便を希望する場合は送付
先を入力してください。

保存して次へ進みます。
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STEP 5
「受領方法」を確認します。修正がある場合は「編集」
ボタンまたは上部進捗バーの STEP ボタンで戻り編
集してください。ボタンを押すと「変更内容は保存さ
れませんがよろしいですか︖」というメッセージが表
示されます。「審査完了時のお知らせ メール受信」の
変更を行った場合は「上書保存」をしてから「編集」に
進んでください。

修正がない場合は「審査完了時のお知らせメール受
信」の内容を必要に応じて変更してください。

領収証の宛名が、請求書の宛名になります。

発給料金概算の内容を確認し、次に進んでくだ
さい。

「上書保存」をクリックし、このまま送信する場合は「
申請内容を確定して送信」ボタンを押します。

すぐに送信しない場合は、下書保存されます。下書保
存は、TOP 画面のメニュー SCC カルネ申請→再発
給→下書保存で確認ができ、編集・申請ができます。
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完了
送信完了するとこの画面が表示されます。

TOP画面やカルネ一覧で送信した申請の状態は随時
確認できます。申請時に希望した場合は、審査完了時
にメールが届きます。
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メニューの「紛失再発給」から進む方法

紛失再発給申請を行う方法は、以下の2種類があります。

SCCカルネの申請を行うには-紛失再発給

紛失再発給申請を行うための2つの方法

メニューの「紛失再発給」を押します。

一覧から紛失再発給申請をするカルネを探し「申
請」ボタンをクリックします。

「詳細」ボタンを押すとカルネの内容を確認でき
ます。カルネ詳細ページから「紛失再発給」に進
めます。次項をご確認ください。
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メニューの「カルネ一覧」から進む方法
メニューの「カルネ一覧」をクリックし、紛失再発給申請をするカルネを検索します。

紛失再発給申請は以下のように進みます。
確認事項→STEP4→STEP5→送信完了
STEP5で送信しない場合は下書保存されます。

紛失再発給申請を行うための2つの方法（続き）

紛失再発給申請

該当カルネの「詳細」を押して、カルネ詳細ページ
を表示します。

カルネ詳細ページの「紛失再発給」ボタンをクリ
ックします。紛失再発給ボタンが表示されない場
合には選択したカルネでは紛失再発給申請はで
きません。
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確認事項
紛失再発給申請の確認事項にチェックし、次へ進み
ます。チェックをしないと次のSTEPへ進めません。

紛失再発給申請では、輸入税等が請求された場合
の請求書送付先が必要となります。請求先が決定し
ていない場合は、カルネ返還時までに必ず提出して
ください。

紛失時期を選択します。日本へ再輸入通関後の場
合、紛失再発給申請はできませんので「各種手続
き書類」より紛失届と再輸入証書の写しを当協会
に提出してください。
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(紛失再発給申請では、STEP1～STEP3はスキップされます)

STEP 4

送付先は「管理者情報をコピー」「申請者情報をコ
ピー」のボタンを押すと、該当の情報が自動で入力
されます。

受領方法を選択し、着払宅配便を希望する場合は送付
先を入力してください。

保存して次へ進みます。



SCCカルネの申請を行うには-紛失再発給
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完了
送信完了するとこの画面が表示されます。

TOP画面やカルネ一覧で送信した申請の状態は随時
確認できます。申請時に希望した場合は、審査完了時
にメールが届きます。

STEP 5
「受領方法」を確認します。修正がある場合は「編集」
ボタンまたは上部進捗バーの STEP ボタンで戻り編
集してください。ボタンを押すと「変更内容は保存さ
れませんがよろしいですか︖」というメッセージが表
示されます。「審査完了時のお知らせ メール受信」の
変更を行った場合は「上書保存」をしてから「編集」に
進んでください。

修正がない場合は「審査完了時のお知らせメール受
信」の内容を必要に応じて変更してください。

領収証の宛名が、請求書の宛名になります。

発給料金概算の内容を確認し、次に進んでくだ
さい。

「上書保存」をクリックし、このまま送信する場合は「
申請内容を確定して送信」ボタンを押します。

すぐに送信しない場合は、下書保存されます。下書保
存は、TOP 画面のメニュー SCC カルネ申請→紛失
再発給→下書保存で確認ができ、編集・申請ができ
ます。



カルネのキャンセルを行うには
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申請のキャンセルを行うには
申請送信後、[審査待]以降の状態で選択することが
できます。

キャンセルボタンを押すだけではキャンセルは確定し
ません。表示された内容を確認し、確定ボタンを押して
ください。

※キャンセルした申請内容はシステムに保存されま
せん。必要に応じて申請送信前に複写されることを
推奨します。

申請のキャンセルは、「カルネ一覧」の画面から選択することが可能です。

ただし、発給予定の前営業日16:30以降は、キャンセル
はできません。

キャンセル料金についてはWebページの「キャンセル
規定」を確認してください。

キャンセルが完了するとこの画面が表示されます。発
給料金を入金済でキャンセル料金を差し引いた返金
がある場合は、口座返金情報をメールにて送信してく
ださい。
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