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5.1 メールを受け取る 
ログイン時・登録時・申請時など、各処理において本システムから通知されるメールについて説明します。 

 

注意 

本システムのログイン時に、ログイン通知が送信されます。 

ログイン通知が届かない場合は、ドメインの設定を確認してください。 

 

本システムから事業者向けに通知されるメールには、次のものがあります。 

No メール名称 メールタイトル 通知タイミング 

1 審査開始通知 一元的な輸出証明書発給システム 

審査開始通知 

職員が申請内容を確認し、審査を開始した際に通知さ

れるメールです。 

2 修正依頼 一元的な輸出証明書発給システム 

修 正 依 頼 （ {{ 申 請 番 号 }} 

{{国}}向け） 

職員が申請内容を修正依頼した際に通知されるメールで

す。 

3 棄却通知 一元的な輸出証明書発給システム 

棄 却 通 知 （ {{ 申 請 番 号 }} 

{{国}}向け） 

職員が事業者からの申請を棄却した際に通知されるメー

ルです。 

4 証明書発行可能通

知 

一元的な輸出証明書発給システム 

証明書発行可能通知 

職員が審査を完了した際に通知されるメールです。 

5 交付日通知 一元的な輸出証明書発給システム 

証明書交付日通知（{{申請番

号}} {{証明書番号}}{{検疫申

請番号}} {{国}}向け） 

職員が交付日（証明書の受け取り可能日）を登録した

際に通知されるメールです。 

6 証明書受領場所変

更通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

証明書受領場所変更通知（{{申

請番号}} {{国}}向け） 

職員が証明書の受領場所を変更した際に通知される

メールです。 

7 破棄通知 一元的な輸出証明書発給システム 

破 棄 通 知 （ {{ 申 請 番 号 }} 

{{国}}向け） 

職員が破棄申請を承認した際に通知されるメールです。 

8 ユーザー登録通知 

（ログイン ID 通

知） 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム ユーザー登録

（アカウント ID）通知 

職員がユーザー登録完了した際にアカウント ID が通知さ

れるメールです。 

9 ユーザー登録通知 

（パスワード通知） 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム ユーザー登録

（パスワード）通知 

職員がユーザー登録完了した際に初期パスワードが通知

されるメールです。 

10 業務停止通知 一元的な輸出証明書発給システム 

業務停止通知 

職員が事業者の業務を停止した際に通知されるメールで

す。 

11 業務停止解除通知 一元的な輸出証明書発給システム 

業務停止解除通知 

職員が事業者の業務停止を解除した際に通知される

メールです。 

12 NACCS 申請受付

エラー 

一元的な輸出証明書発給システム 

NACCS 申請受付エラー 

事業者が NACCS システムを利用して実施した申請がエ

ラーとなった際に通知されるメールです。 

13 製造所登録通知 一元的な輸出証明書発給システム 

製造所登録通知 

職員が製造所を登録した際に通知されるメールです。 

14 法人業務停止通知 一元的な輸出証明書発給システム 

法人業務停止通知 

職員が法人の業務を停止した際に通知されるメールで

す。 
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No メール名称 メールタイトル 通知タイミング 

15 法人業務停止解除

通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

法人業務停止解除通知 

職員が法人の業務停止を解除した際に通知されるメール

です。 

16 運送情報未登録通

知 

一元的な輸出証明書発給システム 

運送情報未登録通知 

職員が証明書発行後、事業者が運送情報を未登録の

状態で一定時間経つと通知されるメールです。 

17 ユーザーアカウント期

限切れ通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

ユーザーアカウント期限切れ通知 

ユーザーアカウントの有効期限 7 日前に通知されるメール

です。管理者にアカウントの有効期限の再設定を依頼し

てください。 

18 事業者期限切れ通

知 

一元的な輸出証明書発給システム 

申請事業者期限切れ通知 

事業者の有効期限 30 日前に通知されるメールです。管

理者に事業者の有効期限再設定を依頼してください。 

19 事業者証明書期限

切れ通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

申請事業者証明書期限切れ通知 

事業者の事業者証明書の有効期限が切れた際に通知

されるメールです。再度事業者証明書の申請を行ってくだ

さい。 

20 事業者証明書発給

停止通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

事業者証明書発給停止通知 

職員が事業者の証明書発給を停止した際に通知される

メールです。 

21 事業者証明書発給

停止解除通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

事業者証明書発給停止解除通知 

職員が事業者の証明書発給を停止解除した際に通知さ

れるメールです。 

22 NACCS 申請続きな

し未受領通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

NACCS 申請続きなし未受領通知 

事業者が NACCS 申請で完了処理が未実施の際に通

知されるメールです。再度、NACCS 申請を行ってくださ

い。 

23 試料分析開始通知 一元的な輸出証明書発給システム 

試料分析開始通知（{{申請番

号}}） 

酒類総合研究所が分析を開始したときに通知されるメー

ルです。 

24 試料分析修正依頼 一元的な輸出証明書発給システム 

試料分析修正依頼通知（{{申請

番号}}） 

酒類総合研究所が修正を依頼したときに通知されるメー

ルです。 

25 直筆署名登録完了

通知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 直筆署名登

録完了通知 

職員が直筆署名登録を承認した際に通知されるメールで

す。 

26 ログイン通知 一元的な輸出証明書発給システム 

ログイン通知 

職員が事業者のなりすまし防止のため、システムにログイ

ンした際に通知されるメールです。 

27 アカウントロック通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム アカウントロック

通知 

事業者のアカウントがロックされた際に通知されるメールで

す。再度利用する場合は管理者にロック解除を依頼して

ください。 

28 gBizID 承認完了

通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

gBizID 承認完了通知 

職員が gBizID 利用申請を承認した際に通知されるメー

ルです。 

29 gBizID 申請修正

依頼通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

gBizID 申請修正依頼通知 

職員から gBizID 利用申請情報の修正依頼があった際

に通知されるメールです。 

30 承認内容修正依頼

通知 

一元的な輸出証明書発給システム 

承認内容修正依頼通知（{{申請

番号}}） 

職員が承認内容に対して修正依頼を出した際に通知さ

れるメールです。 

31 認定完了通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 認定完了通

知（{{申請番号}}） 

職員が申請情報の認定を承認した際に通知されるメール

です。 



 

144 

No メール名称 メールタイトル 通知タイミング 

32 変更の完了通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 施設認定変

更の完了通知（{{申請番号}}） 

職員が申請情報の変更を承認した際に通知されるメール

です。 

33 廃止の完了通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 施設認定廃

止の完了通知 

職員が申請情報の廃止を承認した際に通知されるメール

です。 

34 ユーザー更新通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム ユーザー更新

通知 

職員がユーザー情報を更新した際に通知されるメールで

す。 

35 製造所承認通知 一元的な輸出証明書発給システム 

製造所承認通知 

職員が製造所の登録を承認したときに通知されるメール

です。 

36 製造所変更依頼通

知 

一元的な輸出証明書発給システム 

製造所変更依頼通知 

職員が製造所の修正依頼を出した際に通知されるメール

です。 

37 パスワード再設定通

知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム パスワード再

設定通知 

職員が事業者のパスワードを再設定する際に通知される

メールです。 

38 gBizID 申請催促

通知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム gBizID 申請

催促通知 

事業者が gBizID を取得せずにシステムを利用している

際に取得を促すメールです。 

39 証明書受領日登録

通知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 証明書受領

日登録通知（{{申請番号}}） 

職員が輸出証明書の受領日登録をした際に通知される

メールです。 

40 HP 公表完了通知 一元的な輸出証明書発給システム 

HP 公表完了通知 

職員がホームページへ認定施設を公表する日付を登録

した際に通知されるメールです。 

41 破棄通知（施設認

定用） 

一元的な輸出証明書発給システム 

破 棄 通 知 （ {{ 申 請 番 号 }} 

{{国}}向け） 

職員が申請情報の破棄を承認した際に通知されるメール

です。 

42 認定書発行可能通

知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 認定書発行

可能通知 

職員が施設認定書の発行日を登録した際に通知される

メールです。 

43 交付日通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 認定書交付

日通知（{{申請番号}} {{証明

書 番 号 }}{{ 検 疫 申 請 番 号 }} 

{{国}}向け） 

職員が交付日（施設認定書の受け取り可能日）を登

録した際に通知されるメールです。 

44 認定書受領場所変

更通知 

【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム 認定書受領

日登録通知（{{申請番号}}） 

職員が施設認定書の受領場所を変更した際に通知され

るメールです。 

45 ユーザー更新通知 【{{組織区分名}}】一元的な輸出

証明書発給システム ユーザー更新

通知 

ユーザー情報を更新した際に通知されるメールです。 

 

 

 

 




