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e-Applicationとは？

 

e-Applicationサービスの操作に関するお問合せ先：

情報技術部 E-mail: tid@classnk.or.jp

申し込み内容に関するお問合せ先：

検査部 E-mail: svd@classnk.or.jp (船級・条約検査)

船舶管理システム部 E-mail: smd@classnk.or.jp (ISM/ISPS/MLC及びSSP承認/DMLC Part II文書審査)

ご利用に際しての注意

NK-SHIPS登録ユーザであれば、弊会ホームページのウェブポータルページから検査・審査がお申し込
みいただけます。(就航中の船舶の船級・条約検査、船舶のISM/ISPS審査・MLC検査、SSP承認及び
DMLC Part II文書審査、会社のISM審査)

お客様のフリートリストから対象船舶を選ぶことにより、船舶の要目情報が表示され、NK-SHIPSのステ
イタス情報から検査予定日にDueとなる検査項目を自動的にセットすることが可能です。

e-Applicationは、お申込書の作成・送信を容易にするために開発されたものであり、検査員・審査員の手配をお約束するものではあ
りません。
 申込みの受付および検査・審査手配等については、担当支部・事務所からの返信をご確認ください。
 担当支部・事務所の繁忙度等により、ご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。
 なお定期的検査・審査は、極力ご希望日から3営業日前までにお申込みいただくようお願いします。
 

申込者様のご都合により、検査・審査等の着手後に申込を取り下げた場合は、所定の手数料の全額をご請求させていただくことがご
ざいます。
その際に発生いたしました旅費・諸経費につきましても別途ご請求させていただきます。
また、検査等の着手前であっても、検査・審査等の取下げに関する通知を事前に得られなかったため、弊会検査員・審査員が施行場
所へ訪問した場合は、別途旅費・諸経費をご請求させていただきます。
 この業務提供の条件は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈するものとします。

利用規約については次のサイトをご覧ください。http://e-applicationtrial.classnk.or.jp/eappl/COMNOTE.aspx
免責事項については次のサイトをご覧ください。https://www.classnk.or.jp/hp/ja/terms_and_conditions.html
個人情報保護方針については次のサイトをご覧ください。https://www.classnk.or.jp/hp/ja/privacy_policy.html
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ファーストステップ

以下のアドレスにアクセスし、ClassNKのホームページを開いてください。

http://www.classnk.or.jp/

ホームページの右側にある"ウェブサービスポータル"をクリックします。

 

"e-APPLICATION オンライン検査・審査申し込みサービス"をクリックするとe-AppicationのTOP画面が開
きます。

ウェブサービスポータルのログイン画面で、IDとパスワードと画像認証番号を入力してLoginボタンをクリッ
クします。

e-Application クイックスタートガイド

Index検査・審査のお申込み



e-AppicationのTOP画面から希望するお申込画面へお進み下さい。

船級条約検査、ISM/ISPS審査、

MLC検査の申し込みページへ
会社審査の

申し込みページへ

申し込み履歴、内容変更

ページへ

日本語・英語の画面表

示切替が行えます。

SSP承認審査に関わる

弊会からの連絡事項が表示されます。

SSP承認、DMLC Part II文

書審査の申し込みページ



契約情報の入力

色つきのカラムは必須項目です。
「お申込者情報」欄にてお客様の基本情報のご確認及び入力を行ってください。

 

検査・審査を実施する船舶をフリートリスト(プルダウンメニュー)から選択してください。

船舶選択後、船舶情報が自動的に表示されます。
船舶の主要目に変更がある場合は、右側の入力欄に変更後の要目をご入力ください。

フリートリストに表示されない船舶のお申込みの場合は　　　　　　　　　　      をクリックしてください。

就航中の船舶の検査・船舶のISM/ISPS審査及びMLC検査のご契約ページ

Index

お申し込み会社情報は自動的に表示されます。

追加ボタンをクリックし、「ご担当者情報（申込
者）」画面でお名前、Eメールアドレス等をご入力
ください。（複数登録可）

入力したEメールアドレスに対して、
e-Applicationシステムや
本会より通知を送信します。

e-Application クイックスタートガイド

検査・審査のお申込み

フリートリストに表示されない船舶
のお申込みの場合、こちらから検
索して選択してください。

船級番号またはIMO番号で
対象船を検索してください。
該当する船舶データがある場合、
リストに表示されますので選択し
ます。

該当する船舶データが無い場合、
登録ボタンをクリックして
次画面に進んでください。



検査・審査を実施する所在国、申込先の事務所、検査場所、入出港予定日、検査・審査の予定日等を入
力してください。（申込先事務所は検査場所（港）から検索が可能です）

検査・審査料の請求書の送付先を指定してください。

至急の検査・審査をお申し込みされる場合は検査/審査担当事務所に別途ご連絡の上、ご相談ください。

「ご担当者情報（請求先）」に情報が表示されていない場合、「追加」ボタンをクリックし、「ご担当者情報（請
求先）」画面でお名前、Eメールアドレス等をご入力ください。（複数登録可）

「お申込者様と同じ」「登録船主」「気付」を選択すると自動的に登録されているお客様情報が表示されます。

表示された請求先の内容がご希望と異なる場合は、「その他」を選択し、自由に入力ください。

NK船級船として建造中の船舶の場合、
を、

それ以外の場合、
を

選択し、船舶情報を入力して、設定を
クリックしてください。



証書・記録書の送付先を指定してください。

画面上部に戻り、希望する入力画面へお進みください。

MLC検査の入力

船級・条約検査の入力
ISM/ISPS審査の入力



船級・条約検査の入力

 

検査の対象となる項目をプルダウンから選択してください。

画面右上にある「自動設定」ボタンをクリックすると、Dueレンジ内にある又は有効期限から3ヶ月以内の検
査項目を、自動的に選択致します。

Index

e-Application クイックスタートガイド

指定事項、注記事項で期
限を超過するものまたは
3ヶ月以内のものがある
場合、この箇所に注意メッ
セージが表示されます。

検査・審査のお申込み



証書の発行を要望される場合は、各証書のボックスをチェックしてください。
お申込みに必要な書類等を添付する事が出来ます。

自動設定

有効期限から3ヶ月以内又はDUEレンジ内の検査項目がNK-SHIPSのステイタス情報から自動的に設定
されます。設定された検査名称は青文字になります。

同様に、期限が超過している場合も検査項目が設定され、検査名称は赤文字になります。

送信前のご確認

ISM/ISPS審査の入力

申し込みを送信する場合は"申込内容確認"タブをクリックします。

続けて審査を申し込む場合は"ISM/ISPS審査"タブをクリックします。

画面上部に戻り、希望する入力画面へお進みください。



ISM/ISPS審査の入力

 

ご注意

ISM/ISPS審査には審査項目の自動設定機能はありません。
お手数ですがNK-SHIPSでステイタスをご確認の上、審査項目を選択ください。

画面上部に戻り、希望する入力画面へお進みください。

続けてMLC検査を申し込む場合は"MLC検査"タブをクリックします。
MLC検査の入力

送信前のご確認

審査の対象となる項目をプルダウンから選択、入力してください。

申し込みを送信する場合は"申込内容確認"タブをクリックします。

Index
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検査・審査のお申込み

お申込みに必要な審査関連書類等を添付する

事が出来ます。



MLC検査の入力

 

ご注意

MLC検査には検査項目の自動設定機能はありません。
お手数ですがNK-SHIPSでステイタスをご確認の上、検査項目を選択ください。

画面上部に戻り、申し込みを送信する場合は"申込内容確認"タブをクリックします。
送信前のご確認

希望する入力画面へ戻る場合、該当するタブをクリックします。
船級・条約検査の入力
ISM/ISPS審査の入力
MLC検査の入力

検査の対象となる項目をプルダウンから選択、入力してください。

Index

e-Application クイックスタートガイド

検査・審査のお申込み

お申込みに必要な審査関連書類等を添

付する事が出来ます。

（審査種類によっては関連書類の添付が

必須となるケースがあります）



送信前のご確認

 

送信を行わない場合は"後で送信する"ボタンをクリックしてください。

作成したデータを削除する場合は"削除する"ボタンをクリックしてください。

ダウンロードした申込書を担当支部・事務所に別途送付する必要はありません。

お申込みの内容は検査・審査申込書の様式にてダウンロードすることができます。

お申込みを送信される前に、再度内容の確認をお願い致します。

内容ご確認後、変更する必要がなければ"送信する"ボタンをクリックします。
e-Applicationシステムから送信完了のメールが登録されたE-mailアドレスへ送信されます。

Index

PDF形式で申請内
容を申込書書式で
ダウンロードでき
ます。

e-Application クイックスタートガイド

検査・審査のお申込み

申し込みを送信します。 一時保存します。



対象船の選択

 

検査種類・検査予定日の入力

受検要領書の内容の入力

"受検要領書(Survey Programme)"のリンクをクリックすると、対象船の選択画面が表示されます。
対象船をプルダウンメニューから選択し、OKをクリックして下さい。

受検要領書の記載項目である内部検査や精密検査等の要件を自動入力するため、検査種類及び検査予定
日を入力し、Applyをクリックして下さい。単船側と二重船側の貨物倉が混在するBulk Carrierの場合は、当該
欄にチェックを入れて下さい。

画面左側の各メニューをクリックし、受検要領書の各項目を入力して下さい。
Survey Scopeの画面においては、船種・検査種類・船齢の情報から検査要件が自動で入力されます。
ハイライト箇所については、[  ]内の規則要件を参照し検査対象の代表的タンク等を手入力して下さい。

Index

e-Application クイックスタートガイド

受検要領書の作成・提出

検査種類・検査予定日を変
更する場合クリック

前回の検査時に入力したデータ一式
(全ての画面)をコピー

保存



Crew Inspection結果の略語入力

電子署名、PDF出力及びNKへの提出

検査時に検査員が署名済の受検要領書のPDFファイルを船主殿宛にメールで送付する手順です。

検査完了後、受検要領書のPDFファイルはNK-SHIPSに掲載されます。NK-SHIPS掲載後は、受検要領書の
入力データは処理済として画面からクリアされます。

リストに示す略語を入力して下さい。Coating ProtectionとCoating Extentは手入力となります。複数の略語を
入力する場合は、カンマ( , )区切りで入力して下さい。Coating Condition, Structural Damage, Damage History
はチェックボックスをクリックすると略語が切替わります。

Survey Preparationの画面において受検要領書の船主殿署名欄を入力して下さい。画面上の印刷ボタンをク
リックすると、受検要領書のPDFファイルをダウンロードできます。

各画面の入力完了後、e-Applicationで定期検査又は中間検査の申請を提出すると、NK検査事務所宛に受
検要領書のデータが入力されている旨通知され、検査員による内容確認及び署名が行われます。必要に応
じて、検査員より記載内容の協議・調整が行われます。

略語リストを再表示

PDFダウンロード



 

お客様のご担当者名、ご担当者部署名、TEL等の基本情報を入力してください。

会社審査を実施する所在国、申込先の事務所、審査予定日等を入力してください。
審査種類や必要事項を入力してください。

Index
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会社審査のお申込み

お申し込み社名は自動的に
表示されます。

申込日付(自動入力)、ご担
当者名、ご担当Eメールは必
ずご入力ください。

会社所在国、審査担当事務
所、審査希望日は必ずご入
力ください。

審査項目を選択して必要事
項をご入力ください。



送信前のご確認

申し込みを送信する場合は"申込内容確認"タブをクリックします。

お申込みに必要
な審査関連書類
等を添付する事
が出来ます。



ご契約画面

 

画面上部に戻り、書類添付画面へお進みください。

お客様のご担当者名、ご担当者部署名、TEL等の基本情報を入力してください。

審査種類、会社審査を実施する所在国、申込先の事務所、審査予定日等を入力してください。

Index

e-Application クイックスタートガイド

SSP承認審査 / DMLC Part II文書審査のお申込み

色付きのカラムは
必須項目です。

「検査・審査の申込み
契約情報の入力（4ページ）」

をご参照のうえ申し込み対象
船を選択してください。



書類添付画面

 

申し込みを送信する場合は"申込内容確認"タブをクリックします。

送信前のご確認

SSP承認審査又はDMLC Part II文書審査に必要な書類の電子ファイル(PDF)をアップロードしてください。

船舶保安計画(SSP)及び船舶保安評価(SSA)の報告書は保護設定無しのPDFのみアップロード可能です。

Index
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※SSP審査お申込みの「書類添付画面」を

表示しています。

DMLC Part II文書審査の場合、

表示される項目名称や種類は異なります。

SSP及びSSAは 「編集可能な電子ファイル」を

アップロードしてください。

承認済SSP/SSAを船上へメール送付する場合、

船上で受け取り可能な添付ファイル容量を

予めご確認のうえ、必要に応じて

電子ファイルを分割してください。

(弊会承認後、承認済みSSP電子データの

分割等、編集は行えません）

SSP承認審査 / DMLC Part II文書審査のお申込み



 

送信状況種類

送信済み、及び未送信の申し込みの確認及び編集が出来ます。

Index

申込の情報を指定して絞込み検索ができます。

未送信 一時保存された状態。NKへの申し込みは未完了。

送信完了 お申し込みを送信し、NKで受領確認待ちの状態。

開封済 送信されたお申し込みをNK担当事務所が受領し、確認済みの状態。

キャンセル申込 申し込みのキャンセル依頼を送信した状態。

e-Application クイックスタートガイド

お申し込み内容確認・変更・キャンセ

送信 / 変更
送信状況が「未送信」及び「送信完了」の申し込みの編集・(再)送信を出来ます。
送信状況が「開封済」の申し込みは、NK担当事務所の変更を伴わない場合、変更連絡を出
来ます。
キャンセル申込み
送信状況が「送信完了」及び「開封済」の申し込みのキャンセル申込みを出来ます。

確認
送信状況に関わらず、申し込みデータの内容を確認出来ます。
データの編集は行えません。



リスト内のNK担当事務所の表示について

申込者による検査/審査担当事務所の変更は、変更後の事務所名のみがリストに表示されます。
但し、NK側で担当事務所を変更した場合には、以下の表示となります。

NKが尾道から横浜支部に担当事務
所を修正。

横浜支部が担当事務所の変更を了承。

例：
MV "BLUE KAIJI"の検査を尾道支部に



メッセージ画面

 

返却・発行書類画面
SSP承認審査のみ、本会が作成・返却した書類/請求書を受領する画面が表示されます。

SSP承認審査のみ、申込後にメッセージ画面が表示されます。

Index
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メッセージ送信及び返却・発行書類の受領 （SSP承認のみ）

NK宛のメッセージ送信や

書類の(追加)送付をこの画面で行います。

お客様-NK間でのメッセージや

書類送付の履歴をこの画面で確認します。

この画面にて弊会が発行/返却した書類を

ダウンロードします。

注：機密性を考慮し、この画面に表示される

電子文書データは一定期間経過後、

自動的に削除されます。

(SSP/SSA: 30日間、それ以外: 12か月)


