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１０章　個別保証枠等に関する手続き

　本章に記載の機能は、ユーザーページの下記メニューよりご利用できます。

＜画面項目の説明＞

個別保証枠確認申込みや決済・枠戻通知の入口です。
詳細は「個別保証枠等に関する手続き　個別保証枠等」をご参照ください。

個別保証枠のお手続き
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

１.　概要

　貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険、貿易一般保険包括保険（設備財）、
輸出手形保険（※）について個別保証枠確認申込みや決済通知、枠戻通知を行います。
※ 輸出手形保険については、個別保証枠確認申込みおよび枠戻通知をWebで行うことができます。

２.　個別保証枠確認申込み

　貿易一般保険包括保険（設備財）の保険申込みおよび輸出手形保険の買取り前に、個別保証枠確認を申込む
手続きを行います。
手続きの流れは次のとおりです。
なお、貿易一般保険（個別）及び中小企業・農林水産業輸出代金保険については一部の特殊なケースを除き、保険申込時に
自動的に個別保証枠が取得されますので、本手続きは不要です。

① ユーザーページの「個別保証枠のお手
続き」から入り、「個別保証枠確認
申込み」メニューをクリックしてくだ
さい。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

② 個別保証枠確認申込みの「申込手続き
の内容と流れ」画面が開きますので、
内容をご確認ください。
「申込内容の入力へ」ボタンをクリック
し、手続きを進めてください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

③ ステップ１「申込内容の入力」画面に
移ります。 画面にしたがって
申込内容を入力してください。 
※ 入力欄がピンク色の項目は入力が

必須です。 

必要な項目を入力したら、
「申込内容の確認へ」ボタンをクリック
し、次のステップへ進んでください。

■？のついた項目名をクリックすると、のついた項目名をクリックすると、
各項目のヘルプがポップアップ画面で
開きます。

■ 「担当者情報」欄には、ログインして
いるWebユーザーの登録情報が
表示されます。当該申込みについての
NEXIからの問い合わせ先となります。
原則、Webで入力または申込みを
行ったWebユーザーを問い合わせ先と
させていただきますが、別の方を
問い合わせ先とする場合は、
ここで上書き入力をしてください。
なお、あくまで当該申込みの
問い合わせ先としての情報ですので、
Webユーザーの登録情報自体は上書き
されません。

■ 「戻る」ボタンをクリックすると、
「申込手続きの内容と流れ」画面に戻り
ます。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

④ ステップ２「申込内容の確認」画面に
移ります。
入力した申込内容が正しいかご確認くだ
さい。

「申込確認結果」エリアの「申込みの
可否」欄に、入力した申込内容で
申込みが可能かどうかが表示されます。

申込みの可否欄に「個別保証枠確認申
込みが可能です」と表示され、本手続が
個別保証枠確認であることを確認したら、
「個別保証枠確認であることを了解して
申込みます」チェックボックスへ
チェックのうえ、「申込む」ボタンを
クリックし申込完了画面に進んでください。

■ 申込内容を変更する場合は、
「修正する」ボタンをクリックして
ください。③に戻ります。

■ ここまでの入力内容は保存され、Web
申込番号が振られます。Web申込番号は、
画面上部にオレンジ色で表示されます。
申込みを完了しない場合でも
「Web申込状況一覧」から手続きを再開
することができます（「４章　Web申込
状況一覧照会　４．手続きの再開方法」
を参照ください）。
後で申込みを行う場合は、「Web申込
状況一覧へ」ボタンをクリックして
ください。

⑤ 申込みが完了しました。
Web申込番号とWeb申込日時をご確認
ください。

■ 個別保証枠確認証を表示・印刷する
場合は、「個別保証枠一覧へ」ボタンを
クリックしてください。

■ 個別保証枠確認申込みを続けて行う
場合は、「続けて申込みへ」ボタンを
クリックしてください。

■ 他の手続きや情報照会を行う場合は、
「ユーザーページへ」ボタンをクリック
してください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

３.　過去の申込情報の再利用

　過去に行った個別保証枠確認申込みの画面入力情報を利用して、新たに個別保証枠確認申込みを
行うことができます。
反復取引の個別保証枠確認申込みを行う場合等に、いちから申込内容を入力することを省くことが
できます。

次のケースで、この機能を利用することができます。

・ 「Web申込状況一覧」で手続状況が、「入力中」または「手続完了」となっている個別保証枠
確認申込み

・ 「個別保証枠一覧」に掲載されている、確認証取得済みの個別保証枠確認
（ 個別保証枠一覧については「個別保証枠等に関する手続き　個別保証枠等　４．個別

保証枠確認証印刷」および「６．決済通知（保有契約一覧から対象を選択する場合）」を参照）

操作の流れは次のとおりです。

① 「Web申込状況一覧」で、対象の申込みの
「Web申込番号」をクリックしてください。

「個別保証枠一覧」で、対象の
「確認管理番号」をクリックしてください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

② 内容の照会画面が開きますので、
再利用する対象であることを確認して
ください。
正しければ、「別の申込みへ」ボタンを
クリックしてください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

③ ステップ１「申込内容の入力」画面に
移ります。入力画面には、選択した申込
内容が表示されています。
過去に画面に入力した内容がそのまま
表示されますので、変更が必要な項目は
すべて再入力してください。

以降の操作については、「貿易保険の申込
みに関する手続き　個別保証枠等　
２．個別保証枠確認申込み」③～⑤を
ご参照ください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

４.　個別保証枠確認証印刷

　個別保証枠確認申込みが完了すると個別保証枠確認証の印刷や保存をすることができます。
操作方法は次のとおりです。

① ユーザーページの「個別保証枠のお手
続き」から入り、「個別保証枠一覧」
メニューをクリックしてください。

② 個別保証枠確認証のPDFアイコンを
クリックしてください。
個別保証枠確認証の印刷や保存をする
ことができます。

■ 個別保証枠確認証の表示・印刷は、
「個別保証枠一覧」に該当の申込みが
表示されている間であれば何度でも
行うことができます。
「個別保証枠一覧」から削除される
と個別保証枠確認証の表示・印刷は
一切できませんので、必要に応じて印
刷やファイルの保存を行ってください。
（個別保証枠確認証の有効期限を経過
すると当一覧から削除されます）
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

５.　決済通知または枠戻通知（直接画面に入力する場合）

　確認管理番号や保険証券番号を画面に入力して、決済通知や枠戻通知を行います。
下記に該当する場合は、この手続きの流れにしたがって手続きを行ってください。

・ 貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険の個別保証枠についての枠戻通知
・ 貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険の保険契約についての決済通知
・ 貿易一般保険包括保険（設備財）、輸出手形保険の個別保証枠についての枠戻通知
・ 貿易一般保険包括保険（設備財）の保険契約についての決済通知
　 ※ 輸出手形保険についての決済通知は、Webでは行えません。

手続きの流れは次のとおりです。

① ユーザーページの「決済／枠戻通知」
から入り、「決済／枠戻通知（直接
入力）」をクリックしてください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

② 決済／枠戻通知の「申込手続きの内容
と流れ」画面が開きますので、
内容をご確認ください。
「申込内容の入力へ」ボタンをクリック
し、手続きを進めてください。

③ ステップ１「申込内容の入力」画面に
移ります。 画面にしたがって
申込内容を入力してください。 
※ 入力欄がピンク色の項目は入力が

必須です。 

必要な項目を入力したら、
「申込内容の確認へ」ボタンをクリック
し、次のステップへ進んでください。

■ のついた項目名をクリックすると、
各項目のヘルプがポップアップ画面で
開きます。

■ 「担当者情報」欄には、ログインして
いるWebユーザーの登録情報が
表示されます。当該申込みについての
NEXIからの問い合わせ先となります。
原則、Webで入力または申込みを
行ったWebユーザーを問い合わせ先と
させていただきますが、別の方を
問い合わせ先とする場合は、
ここで上書き入力をしてください。
なお、あくまで当該申込みの
問い合わせ先としての情報ですので、
Webユーザーの登録情報自体は上書き
されません。

■ 「戻る」ボタンをクリックすると、
「申込手続きの内容と流れ」画面に戻り
ます。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

④ ステップ２「申込内容の確認」画面に
移ります。
入力した申込内容が正しいかご確認くだ
さい。
内容が正しければ「申込む」ボタンを
クリックし、申込完了画面へ進んでくだ
さい。

■ 申込内容を変更する場合は、
　 「修正する」ボタンをクリックして

ください。③に戻ります。

■ ここまでの入力内容は保存され、Web
申込番号が振られます。Web申込番号は、
画面上部にオレンジ色で表示されます。
申込みを完了しない場合でも
「Web申込状況一覧」から手続きを再開
することができます（「４章　Web申込
状況一覧照会　４．手続きの再開方法」
を参照ください）。
後で申込みを行う場合は、「Web申込
状況一覧へ」ボタンをクリックして
ください。

⑤ 申込みが完了しました。
Web申込番号とWeb申込日時をご確認
ください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

６.　決済通知（保有契約一覧から対象を選択して入力する場合）

　保有契約一覧から、対象の保険契約を選択して決済通知を行います。
下記に該当する場合は、この手続きの流れにしたがって手続きを行ってください。

・ Webで新規申込みを行った貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険の保険契約についての
決済通知

手続きの流れは次のとおりです。

① ユーザーページの「決済／枠戻
通知」から入り、「決済通知（保有
契約一覧から選択）」を
クリックしてください。

② 保有契約一覧で、決済通知を行う
保険契約を選択します。
対象保険契約の「保険証券番号」を
クリックしてください。

※ 保有契約一覧には、貿易一般保険
（個別）、中小企業・農林水産業輸出
代金保険の保険契約のうち、Webで決済
通知ができるものが表示されます。
この一覧にはない保険契約の決済通知を
行う場合は、「個別保証枠等に関する
手続き　５．決済通知または枠戻通知
（直接画面に入力する場合）」の手順
で決済通知を行ってください。

決済通知対象の

保険契約を選択
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

③ 「保有契約の内容の照会」画面に移りま
す。決済通知対象の保険契約であること
を確認のうえ、「決済通知へ」ボタンを
クリックしてください。

④ 決済／枠戻通知の「申込手続きの内容
と流れ」画面が開きますので、
内容をご確認ください。
「申込内容の入力へ」ボタンをクリック
し、手続きを進めてください。

確認画面表示
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

⑤ ステップ１「申込内容の入力」画面に
移ります。 画面にしたがって
申込内容を入力してください。 
※ 入力欄がピンク色の項目は入力が

必須です。 

必要な項目を入力したら、
「申込内容の確認へ」ボタンをクリック
し、次のステップへ進んでください。

■ のついた項目名をクリックすると、
各項目のヘルプがポップアップ画面で
開きます。

■ 「担当者情報」欄には、ログインして
いるWebユーザーの登録情報が
表示されます。当該申込みについての
NEXIからの問い合わせ先となります。
原則、Webで入力または申込みを
行ったWebユーザーを問い合わせ先と
させていただきますが、別の方を
問い合わせ先とする場合は、
ここで上書き入力をしてください。
なお、あくまで当該申込みの
問い合わせ先としての情報ですので、
Webユーザーの登録情報自体は上書き
されません。

■ 「戻る」ボタンをクリックすると、
「申込手続きの内容と流れ」画面に戻り
ます。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

⑥ ステップ２「申込内容の確認」画面に
移ります。
入力した申込内容が正しいかご確認くだ
さい。
内容が正しければ「申込む」ボタンを
クリックし、申込完了画面へ進んでくだ
さい。

■ 申込内容を変更する場合は、「修正
する」ボタンをクリックしてください。
⑤に戻ります。

■ ここまでの入力内容は保存され、Web
申込番号が振られます。Web申込番号は、
画面上部にオレンジ色で表示されます。
申込みを完了しない場合でも
「Web申込状況一覧」から手続きを再開
することができます（「４章　Web申込
状況一覧照会　４．手続きの再開方法」
を参照ください）。
後で申込みを行う場合は、「Web申込
状況一覧へ」ボタンをクリックして
ください。

⑦ 申込みが完了しました。
Web申込番号とWeb申込日時をご確認
ください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

７.　枠戻通知（個別保証枠一覧から対象を選択して入力する場合）

　個別保証枠一覧から、個別保証枠を戻す対象を選択して枠戻通知を行います。
下記に該当する場合は、この手続きの流れにしたがって手続きを行ってください。

・ 貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険、
貿易一般保険包括保険（設備財）、輸出手形保険の個別保証枠についての枠戻通知

手続きの流れは次のとおりです。

① ユーザーページの「決済／枠戻通知」から
入り、「決済／枠戻通知（個別保証枠一覧
から選択）」をクリックしてください。

② 個別保証枠一覧で、枠戻通知を行う
対象を選択します。
対象の個別保証枠の「確認管理番号」を
クリックしてください。

※ 個別保証枠一覧には、貿易一般保険（個
別）、中小企業・農林水産業輸出代金
保険、貿易一般保険包括保険（設備財）、
輸出手形保険保険、貿易一般のうち、
Webで枠戻通知ができるものが表示され
ます。
また、貿易一般保険（個別）の新規申込
みや内容変更通知、中小企業・農林水産
業輸出代金保険の新規申込みのWeb
手続きの中で取得した個別保証枠も表示
されます。
この一覧にはない個別保証枠の枠戻通知
を行う場合は、「個別保証枠等に関する
手続き　５．決済通知または枠戻通知
（直接画面に入力する場合）」の手順
で枠戻通知を行ってください。

枠戻通知対象の

個別保証枠を選択
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

③ 「個別保証枠の照会」画面に移ります。
枠戻通知対象の個別保証枠であること
を確認のうえ、「枠戻通知へ」ボタンを
クリックしてください。

④ 決済／枠戻通知の「申込手続きの内容
と流れ」画面が開きますので、
内容をご確認ください。
「申込内容の入力へ」ボタンをクリック
し、手続きを進めてください。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

⑤ ステップ１「申込内容の入力」画面に
移ります。 画面にしたがって
申込内容を入力してください。 
※ 入力欄がピンク色の項目は入力が

必須です。 

必要な項目を入力したら、
「申込内容の確認へ」ボタンをクリック
し、次のステップへ進んでください。

■ のついた項目名をクリックすると、
各項目のヘルプがポップアップ画面で
開きます。

■ 「担当者情報」欄には、ログインして
いるWebユーザーの登録情報が
表示されます。当該申込みについての
NEXIからの問い合わせ先となります。
原則、Webで入力または申込みを
行ったWebユーザーを問い合わせ先と
させていただきますが、別の方を
問い合わせ先とする場合は、
ここで上書き入力をしてください。
なお、あくまで当該申込みの
問い合わせ先としての情報ですので、
Webユーザーの登録情報自体は上書き
されません。

■ 「戻る」ボタンをクリックすると、
「申込手続きの内容と流れ」画面に戻り
ます。
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１０章　個別保証枠等に関する手続き

⑥ ステップ２「申込内容の確認」画面に
移ります。
入力した申込内容が正しいかご確認くだ
さい。
内容が正しければ「申込む」ボタンを
クリックし、申込完了画面へ進んでくだ
さい。

■ 申込内容を変更する場合は、「修正す
　 る」ボタンをクリックしてください。

⑤に戻ります。

■ ここまでの入力内容は保存され、Web
申込番号が振られます。Web申込番号は、
画面上部にオレンジ色で表示されます。
申込みを完了しない場合でも
「Web申込状況一覧」から手続きを再開
することができます（「４章　Web申込
状況一覧照会　４．手続きの再開方法」
を参照ください）。
後で申込みを行う場合は、「Web申込
状況一覧へ」ボタンをクリックして
ください。

⑦ 申込みが完了しました。
Web申込番号とWeb申込日時をご確認
ください。
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