2021 年 11 月 1 日

荷主各位
マースク AS
カスタマーエクスペリエンス

エジプト向け貨物情報事前申告（ACID）について【2】

拝啓、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて既報の通りエジプト財務省からの発令に伴い、2021 年 10 月 1 日より貨物情報事前申告(ACID= Advance Cargo
Information Data 以下 ACID) の厳格施行が開始されました。状況を鑑み、改めまして必要情報のご案内を差し上げ
るとともに Shipping Instruction（ドックレシート以下 S/I)提出期限の変更をご案内申し上げます。
お客様におかれましては、諸手続きの変更などでご面倒をおかけしますが何卒ご理解・ご協力のほどを願い申し上
げます。
本件に関してご不明な点等につきましては、弊社カスタマーエクスペリエンスまでお問合せください。
敬具
記
【適用開始日】
2021 年 10 月 1 日以降に日本を出港する本船より適用
【対象貨物】
すべてのエジプト輸入貨物に適用
【必須項目】
1) ACID–事前貨物情報開示: 19 桁の番号
2) エジプト輸入者 VAT 番号: 9 桁の番号
3) 輸出業者登録番号
4) 輸出者登録国
【ご提出方法】
S/I 上でのご提出をお願いします。
1. ACL(SeaNACCS)/INTTRA 経由の場合
Cargo Description 欄に記載をお願いします。
2. e コマースサイト Maersk.com Self Service Portal の場合
Shipment reference ドロップダウンリストから選択できます。また、Cargo description セクションで更新する必
要があります。
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【ご提出の際の注意事項】
1. S/I に必須項目がない場合は B/L 作成を中断の上、期限までにご提出の確認が取れない場合は船積みをお断り
させていただきます。
2. Nefeza サイト <https://nafeza.gov.eg/tportal/web/en>で有効な情報であることが必要です。
3. 1 B/L あたりに ACID の情報が必要になります。
4. 荷受人/荷送人/ 事前貨物情報の修正は、コンテナ積み込み後税関規則に従いお断りさせていただきます。
5. エジプトの港への仕向地の変更（COD）はお引き受けできませんが、エジプトに向かう途中の貨物の仕向地をエジ
プト以外の港に変更することは許可されます。
【ご提出期限】
日本出港本船の CY カットの 2 営業日前の 16：30 までにご提出ください。
S/I のご提出が弊社システムで確認が取れない場合は、船積みはお断りさせていただきます。

以上
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Advance Cargo Information Declaration for the cargo arriving in Egypt

Dear Customer,
As we shared here for 13th, September 2021, Advance Cargo Information Declaration(ACID) went live from 1st, October 2021
by Egypt Ministry of Finance. ACI strictly requires to submit validate ACI related information prior loading from first load
port.
Consequently, Exporters -or their agents- should provide ACI Mandatory References on the shipping instructions to
Maersk as follows:
1)
2)
3)
4)

ACID–Advance Cargo information declaration: A 19 digit unique number.
Egyptian Importer VAT Number: A 9 digit number.
Exporter Registration Number
Exporter Registration Country

Upon information must submit to Maersk along with Shipping Instruction till 2 business days prior to target vessel CY cutoff date. This Shipping Instruction deadline does not make a change of actual cargo cut-off for target loading vessel.
Below is key information when you prepare ACID.
-

-

Each bill must have different ACID information. If a booking has 2 bills, each 2 bills have different ACID numbers
refer to Nafeza FAQ
Before cargo loading, the amendme is allowed after the issuance of the ACID number, except for the data of the
parties to the trade exchange. After cargo loading, do not allow change invoice number in ACID and parties and
commodities. Means switching bill request after onboard is also refused.
Change of Destination (COD) to Egyptian ports will also be rejected, while the CODs of shipments enroute to
Egypt to any non-Egyptian ports will be allowed.

We want to thank you for your business and look forward to continuously serving your global transportation needs.

Best regards,
Maersk
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