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e-Application
［日本語版／Japanese］

• Monitor survey status for NK ships
• Easy-to-use online application
• Secure, around-the-clock access

NK-SHIPS

NK-SHIPS は、本会に登録されている管理・所有船の
定期的検査／審査項目、検査／審査指定日等の情報を

船級船及び ISM／ISPS／MLC
情報検索サービス

ウェブ上で提供する、船舶管理会社・船舶所有者向けの
無料サービスです。
また、本サービス利用者は、本会から登録された E-mail
アドレスに検査・審査期日が配信される
「 E メールによる検査・審査期日のお知らせサービス」を
ご利用いただけます。
※携帯端末からはモバイル版アプリをご利用ください

主な特長
管理船の効率的な検査・審査の受検計画をサポート

ペーパーレス化の実現

管理船の一覧から個船毎に検査／審査の期日等の情報を閲覧できま

過去に実施された検査／審査記録書、また発行された各証書の電子

す。期日の近づいている検査／審査を容易に判別する事ができるた

ファイルの閲覧とダウンロードをすることができ、ペーパーレス化を

め、効率的に検査／審査の受検の計画を立てることができます。

実現します。

検査・審査の受検計画・受検漏れの予防をサポート

任意に指定した相手に管理船の情報を開示
「テンポラリーユーザー指定機能」

@

船舶の売買時や荷主からの要望等により、管理船の情報開示を求め
られた際、お客様の権限によって一部又は全ての管理船のサーベイス
テイタス及び検査記録書等の情報を NK-SHIPS 上で第三者に期限付
きで閲覧させることができます。

「サブユーザー指定機能」
船舶管理の一部を委託している等により、お客様以外のユーザーに
サーベイステイタス及び検査記録書等の情報を開示したい場合、お客
「 E メールによる検査・審査期日のお知らせ」サービスにお客様のメー
ルアドレスを登録すると、登録されたメールアドレスに検査・審査期
日が近づいている事をお知らせするメールが本会から届きます。
検査・審査期日の 3 か月前から 2 週間前の期間中に、最大で 4 回のお
知らせを受け取る事ができるため、検査・審査の受検の計画漏れや受

様の権限によって一部又は全ての管理船の情報を複数のユーザーに
閲覧させることができます。

「共通サブユーザー指定機能」
お客様の所有船が複数の管理会社によって管理されている場合に、

検漏れの予防に繋がります。

一つのユーザー ID とパスワードで全ての所有船の情報を閲覧するこ

受信用 E メールアドレスを無制限に登録できる他、対象船舶、お知ら

とができます。

せ時期、言語が選択できるため、幅広い方法でご利用いただくことが
できます。

e-Application

e-Application は、就航船の船級・条約検査、船舶の
ISM ／ ISPS 審査・MLC 船上検査、会社の ISM 審査を
ウェブ画面でお申込みできる無料のサービスです。

オンライン検査・審査申込システム

主な特長
検査・審査のお申込みを簡単に

お申込み内容確認・変更もオンライン上でスムーズに

NK-SHIPS 登録ユーザーであれば、弊会ウェブサービスポータルサイ
トにログインすることで、特別な手続きは必要なく以下の検査・審査

NK-SHIPS の画面上でお客様の管理船一覧から対象船舶を指定して、

のお申込書の作成、申込内容の確認、変更及びキャンセルの連絡が行

検査・審査をオンラインでお申込みいただけます。

えます。

NK-SHIPS の検査・審査情報と連携して、お申込みに必要な船舶情

• 就航中の船舶の船級・条約検査
• 船舶の ISM ／ ISPS 審査、MLC 検査
• 会社の ISM 審査
お申込み完了後は、データ及び電子ファイルにてお申込み内容が保存
されますので、ペーパーレス化を実現します。

報及び検査項目は一部自動で入力されますので、より簡単に検査・審
査のお申込みを行うことができます。
シンプルで分かり易い画面構成となっているので、どなたでも容易に
操作する事ができます。
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ご利用方法
1

ClassNK ホームページ

ClassNK ホームページに表示される「ウェブサービスポータルログ
イン」のリンクをクリックして、ログイン画面へ進みます。

2

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

ログイン画面にて、NK-SHIPS 用ユーザー ID とパスワードを入力し
てログインし、NK-SHIPS または e-Application メニューの「 Go to

Web Service 」をクリックします。
《 NK-SHIPS のユーザー登録 》
本サービスの利用には事前にユーザー登録
が必要です。ウェブサービスポータルページ
ClassNK ウェブサービスポータルページ

上の NK-SHIPS または e-Application の「詳
細とお問い合わせ先」をクリックして開いた
ページより「 NK-SHIPS インターネット利用
申込書」をダウンロードし、必要事項記載の
上、FAX または E-mail にて情報サービス部
にお申込みください。
NK-SHIPS インターネット
利用申込書

セキュリティ
操作 PC と e-Application 間の通信は、SSL 暗号化通信により保護され
ています。

ご利用に当たって―
◎メンテナンス等でサービスを停止する場合がありますので予めご了承
ください。
◎ e-Application は、お申込書の作成・送信を容易にするために開発さ

推奨ブラウザ

Internet Explorer 10.0 以上
Google Chrome
Firefox

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。
◎お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。
◎利用規約にご同意の上、e-Application をご利用ください。

携帯端末からのアクセスに対応
「 NK-SHIPS モバイル版アプリ」をダウン
ロードすることにより、お使いのスマート
フォン、タブレット端末から、管理または

iOS

搭載端末を
ご利用の方

所有船の保守・管理に役立つ情報に 24 時
間いつでもアクセスすることができます。

Android

TM

搭載端末を
ご利用の方

■ NK-SHIPS ID とパスワードのお問い合わせ先
情報サービス部

Fax: 043-294-7204 E-mail: isd@classnk.or.jp
■ サービスの内容、検査・審査に関するお問い合わせ先
最寄の支部・事務所または検査部
検査部 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp

〈商標〉
● Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Google Chrome 及び Android は、Google Inc. の登録
商標です。
● Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国およびその
他の国における商標または登録商標です。
● iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標
または登録商標です。
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