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・ 選択式の各種コード 

 

・ 過去のデータを再利用可能 

 

・ 受け付けた ACL情報は B/L DRAFTとして PDFファイルで返信 

 

・ 入力途中のデータを下書きとして保存可能 

 

・ 過去のデータをテンプレートとして使用可能 

 

 

 

 

この 10月にスタート予定の次期NACCSでは S/I情報登録業務の新設等により、荷主様サイドから

も ACL（船積確認事項登録）業務の利用が高まるとの期待があります。 

錦江シッピングは、このようなご要望にお応えするため、ACL を利用したドック・レシート・レス

化に取り組み、次期 NACCS移行に先立ちこの 7月より ACL受付を一部の港で始めております。 

そして、今、錦江シッピングジャパンは、D/Rレスを推進するためホームページから ACL業務と同

様なサービスを提供するすことになりました。 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

【【【【１１１１】】】】IDIDIDID 登録登録登録登録おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法    

ACL/Web BL Instruction（以下、当システム）をご利用いただくためには、IDとパスワードが必要です。 

弊社ホームページからユーザー登録の手続きを行ってください。 

    

1.1.1.1. 新規新規新規新規 IDIDIDID おおおお申申申申しししし込込込込みみみみページページページページへへへへ    

E-SERVICEログインページ（右図①）の『新

規 ID 申し込み』をクリックし、利用規約の

ページにお進みください。 

※E-BOOKING をご利用されないお客様は

下段からの当システム専用 ID をお申し込み

下さい。  

 

2.2.2.2. 利用規約利用規約利用規約利用規約    

利用規約内容をご確認の上、そのページの最下部にある［上記の規約に同意する］ボタン（下図②）をクリ

ックして、ユーザーID登録お申し込み画面にお進みください。 

 

 

3.3.3.3. ユーザーユーザーユーザーユーザー情報入力情報入力情報入力情報入力    

・ユーザーID登録に必要な情報を入力 

・担当代理店を選択 

 当システム専用 ID をお申し込みの場合は右

図の 

A) 港湾代理店 

又は、 

B) Booking代理店 

の中から一つをお選びください。 

必須項目の入力・代理店選択が完了しましたら

[上記の内容で申し込む]ボタン（右図③）をクリ

ックし、確認画面に進んでください。 

 

 

※ 

① 

② 

A) 

 

B) 

 

③ 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

 

 

 

4.4.4.4. 入力内容確認入力内容確認入力内容確認入力内容確認    

のこ画面では、まだ、お申し込みは完了しておりま

せん。もう一度、入力に誤りが無いかどうか内容を

ご確認下さい。 

もし、訂正箇所がある場合は、「入力画面へ戻る」(右

図④’)をクリックし、入力画面に戻り修正してくだ

さい。 

ブラウザの戻るボタンは使用しないで下さい。 

入力内容が正しい事をご確認頂きましたら［上記の

内容で申し込む］ボタン（右図④）をクリックして

下さい。 

 

5.5.5.5. おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ完了完了完了完了    

受付番号が記載されたお申し込みの完了画面のペ

ージが出てきますと同時にお申し込時に入力され

たメールアドレスにお申し込み受付のメールが送

られます。 

もし、受付メールが受信できない場合は、弊社にご

連絡下さい。その際、受付番号が必要になりますの

でお申し込み完了画面の受付番号（右上図⑤）を控

えておいて下さい。 

連絡先：錦江シッピングジャパン株式会社 

電話番号：03-3562-2282 

FAX番号：03-3562-2281 

 

6.6.6.6. IDIDIDID 登録完了登録完了登録完了登録完了    

お申し込み時にご指定頂いた代理店が ID 登録を行

ないます。ユーザー登録作業が完了いたしました

ら、お申し込み時にご登録頂きましたメールアドレ

スに IDとパスワードをお送りいたします。IDとパ

スワードは、お客様の個人情報等を第三者に参照さ

れない様保護する為の大切な鍵となりますので、ID

とパスワード及びそれをお知らせするメールの管

理はお客様の責任で適切に行って頂きます様お願

いいたします。又、パスワードは定期的に変更して

頂く事をお勧めいたします。 

 

 

 ④ 
④’ 

⑤ 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

 

【【【【２２２２】】】】ログインログインログインログイン 

E-BOOKING ログインページ http://www.jinjiangshipping.com/ebook/ebookf.html に ID とパスワ

ードを入力し、ログインして下さい。 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

 

【【【【３３３３】】】】本船選択本船選択本船選択本船選択    

表示されたスケジュールページから B/L情報を入力する本船を選択してください。 

CFS貨物は上段の CFS CUT、CY貨物はその下の CY CUTをクリックして下さい。 

CUT時間を過ぎると選択できなくなりますので、CUT時間までに B/Lデータを送信してください。 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

 

【【【【4444】】】】荷主情報入力荷主情報入力荷主情報入力荷主情報入力    
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

【【【【５５５５】】】】貨物情報入力貨物情報入力貨物情報入力貨物情報入力        

 

 

選択したコードに見合っ

た文字が自動入力されま

す。 

文字を編集することも可

能です。 

文字が既に入力されてい

た場合は、入力されていた

文字が優先されます。 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

【【【【6666】】】】コンテナコンテナコンテナコンテナ情報入力情報入力情報入力情報入力 
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[ID登録] > [ログイン] > [本船選択] > [荷主情報入力] > [貨物情報入力] > [コンテナ情報] > [確認・送信] 

【【【【７７７７】】】】確認確認確認確認・・・・送信送信送信送信    

入力情報に誤りがあると送信できません。 

訂正すべきページに戻り修正してください。 

入力していただいた内容をご確認いただき間違いが無ければ｢上記の内容で送信する｣ボタンを

クリックして下さい。データは入力していただいたお客様と積港代理店と CY または CFS に送

信されます。 

｢一時保存｣ボタンをクリックした場合は、下書きとしてそのデータはお客様のみに送信されま

す。 
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｢一時保存｣ボタンをクリックした場合の画面 

 

 

｢上記の内容で送信する｣ボタンをクリックした場合の画面 
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｢上記の内容で送信する｣していただいた後、システムからお客様に入力していただいたデータの

テキストファイルと B/L DRAFTがメールで送られます。 
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HEADER ページから「過去の ACLを利用する」ボタンでデータ読み込みページに移動し、過去の

データ及び一時保存データを利用することが可能です。 

 

 

テンプレートを選択した場合は、数字・コンテナの部分は転記されませんが、一時ファイルの復元を選択

した場合は数字・コンテナのデータも転記されます。 

また、データの読み込みはファイル又は貼り付けの 2つの方法が可能です。 
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データ入力途中で本船を変更する場合は[SCHEDULE]をクリックし、下記の画面で「破棄しない」

を選択し本船を変更して下さい 

 

 

 

 


