
(VER4)

　　(NＵCＴ用)

●ゲートレーン行き先指示（看板指示）について

●実入搬入
　　１．RFIDを持っている場合

1.1  PSカードあり　 Ｐ５

1.2 ドライバーズIDあり Ｐ６

1.3  PSカード無し Ｐ７

　　2．RFIDを持っていない場合
2.1  PSカードあり　 Ｐ８

2.2 ドライバーズIDあり Ｐ９

2.3  PSカード無し Ｐ９

●保税管理受付　(オーバーワイド等)
　　3．保税管理受付（搬入/搬出）

3.1  PSカードあり　 Ｐ１０

3.2 ドライバーズIDあり Ｐ１０

3.3  PSカード無し Ｐ１０

●実入搬出
　　4．RFIDを持っている場合

4.1  PSカードあり Ｐ１１

4.2 ドライバーズIDあり Ｐ１２

4.3  PSカード無し Ｐ１３

　　5．RFIDを持っていない場合
5.1  PSカードあり　 Ｐ１４

5.2 ドライバーズIDあり Ｐ１５

5.3  PSカード無し Ｐ１５

出入管理運用に伴う
搬出入ゲート受付手順マニュアル

＊＊＊目次＊＊＊
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　　(NＵCＴ用)

●空ピック
　　6．RFIDタグを持っている場合

6.1  PSカードあり　 Ｐ１６

6.2 ドライバーズIDあり Ｐ１７

6.3  PSカード無し Ｐ１８

　　7．RFIDタグを持っていない場合
7.1  PSカードあり　 Ｐ１９

7.2 ドライバーズIDあり Ｐ２０

7.3  PSカード無し Ｐ２０

●空返却
　　8．RFIDタグを持っている場合

8.1  PSカードあり　 Ｐ２１

8.2 ドライバーズIDあり Ｐ２１

8.3  PSカード無し Ｐ２２

　　9．RFIDタグを持っていない場合
9.1  PSカードあり　 Ｐ２３

9.2 ドライバーズIDあり Ｐ２４

9.3  PSカード無し Ｐ２４

●特搬入/特搬出
10.1  PSカードあり　 Ｐ２５

10.2 ドライバーズIDあり　 Ｐ２５

10.3  PSカード無し Ｐ２５

出入管理運用に伴う
搬出入ゲート受付手順マニュアル

＊＊＊目次＊＊＊

-2-



ゲートレーン行き先指示（看板指示）について
　　　NUCTのゲートレーンは、繁閑に応じてレーン数が変わります。
　　その為、作業時にどのレーンに向かうかは看板の表示に従って下さい。

≪看板の見方≫
・入口 ・レーン内

既存レーン

１文字目 ２文字目 ３文字目
実：実入り 入：搬入 有：ＲＦＩＤ有り
空：空コンテナ 出：搬出 混：ＲＦＩD有り・無し両方

受：ピック

23番レーン

ＰＳカード無しの実入搬出/ドライバーＩＤ使用の搬出

22番レーン

ＰＳカード無しの空ピック/ドライバーＩＤ使用の空ピック

≪レーンへの進入≫

PSカードが有る場合
搬入 今まで通りに搬入ﾚｰﾝに進んで下さい

搬出 今まで通りに搬出ﾚｰﾝに進んで下さい

空ピック 今まで通りに空受付ﾚｰﾝに進んで下さい

空返却 今まで通りに返却ゲート内に進んで下さい

ＰＳカードは無いが、ドライバーIDが有る場合
搬入 今まで通りに搬入ﾚｰﾝに進んで下さい

搬出 ２３番レーンに向かって下さい（タグが有れば23番レーンで送信可能）

空ピック ２２番レーンに向かって下さい（タグが有れば2２番レーンで送信可能）

空返却 今まで通りに返却ゲート内に進んで下さい

ＰＳカードが無い場合　（3点確認）
搬入 今まで通りに搬入ﾚｰﾝに進んで下さい

搬出 ２３番レーンに向かって下さい

空ピック ２２番レーンに向かって下さい

空返却 今まで通りに返却ゲート内に進んで下さい

注意：搬入のＰＳ無しは今まで通りのレーン作業です

新設

新設
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実入有 

PS無空 

PS無実 



レーン内は記帳待ちなど　運転手の安全な待機場として使用
24

６台　待機 空搬出 PS あり　/ RFID あり 空受混

22

実搬出　PS 無し PS無実

21

空搬出　PS 無し PS無空

23

空受混

空RFIDあり　

６台　待機 空搬出 PS あり　/ RFID 混合 空受有

６台　待機 空搬出 PS あり　/ RFID あり

実出混

19
６台　待機 空搬出 PS あり　/ RFID 混合 空受有

20

６台　待機 実搬出　PS　あり　/ RFID　混合 実出混
18

６台　待機 実搬出　PS　あり　/ RFID　混合

19
６台　待機 実搬出　PS　あり　/ RFID　混合 実出混

17６台　待機 実搬出　PS　あり　/ RFID　混合 実出混

６台　待機 実搬出　PS・RFID　あり 実出有
15

６台　待機 実搬出　PS・RFID　あり 実出有

16

トイレ

14
16

スペース

17

特高変電所

18

13 15
４台　待機 実搬入　RFID混合 実入混

実搬入　RFID混合 実入混
12

14
４台　待機 実搬入　RFID混合 実入混

11
12

４台　待機 実搬入　RFID混合 実入混

13
４台　待機

４台　待機 実入有

10 11
４台　待機 実搬入　RFID　あり 実入有

実搬入　RFID　あり

受付事務所

9
４台　待機 実搬入　RFID　あり 実入有

9
10

8
8

４台　待機 実搬入　RFID　あり 実入有

5

6
6

特搬出

7 7
特搬入

4 3

5
4

2

1

3
2

T-3 T-2

1

３２台待機

３６台待機

２４台待機
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止まれ 止まれ 止まれ 待機・ヤード行 

ヤード行 

待機・ヤード行 

ヤード行 

ヤード行 

屋根表示 

電光掲示板 



① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬入レーンへ進入する。
入口：実搬入（ＲＦＩＤ） レーン入口：実入有　又は　実入混

② ゲート内の所定位置に停車後、RFID送信を行う。（搬入票はチェッカーに渡す）

ロック解除に行く際に ＰＳカードを機械にかざす。
運転席で待ち、ＲＦＩＤからの指示に沿って走行する。
　　　注意：発車時には遮断機や他の車に注意して下さい

③ クラークで処理を行う場合は、

クラークに搬入票とPSカードを提示し、受付を行う。

●搬入　1.RFIDを持っている場合　
       1.1 PSカードあり
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クラーク

実入有 

実入混 



　　　事前に搬入票に免許証番号を書き込んでください
① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬入レーンへ進入する。

入口：実搬入（ＲＦＩＤ） レーン入口：実入有　又は　実入混

② ゲート内の所定位置に停車後、RFID送信を行う。
（搬入票はチェッカーに渡す）ロック解除を行った後、
運転席で待ち、ＲＦＩＤからの指示に沿って走行する。
　　　注意：発車時には遮断機や他の車に注意して下さい

クラーク処理になる場合、チェッカーが、3点確認（本人・所属・目的の確認）を
行う。

③ クラークで処理を行う場合は、
クラークに搬入票を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬入　1.RFIDを持っている場合　
　　　　1.2　 ドライバーズIDあり
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クラーク

実入有 

実入混 



　　　事前に搬入票に免許証番号を書き込んでください
① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬入レーンへ進入する。

入口：実搬入（ＲＦＩＤ） レーン入口：実入有　又は　実入混

② ゲート内の所定位置に停車後、RFID送信を行う。（搬入票はチェッカーに渡す）

ロック解除に行く際に、チェッカーが3点確認を行う。
（チェッカーに社員証と免許証を提示し、名前や会社名等を記帳する。）
運転席で待ち、ＲＦＩＤからの指示に沿って走行する。
　　　注意：発車時には遮断機や他の車に注意して下さい

③ クラークで処理を行う場合は、
クラークに搬入票を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬入　1.RFIDを持っている場合　
　　　　1.3　 PSカード無し
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クラーク

実入有 

実入混 



① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬入レーンへ進入する。
入口：実搬入（一般） レーン入口：　実入混

② ゲート内の所定位置に停車後　（搬入票はチェッカーに渡す）

ロック解除に行く際に、チェッカーに見えるタイミングで
ＰＳカードを機械にかざす。
搬入票を受け取り、駐車場に移動し、クラークブースに向かう
　　　注意：発車時には遮断機や他の車に注意して下さい

④ クラークに搬入票とＰＳカードを提示し、受付を行う。

●搬入　2．RFIDを持っていない場合　
          2.1 PSカードあり
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クラーク

実入混 



　　　　2.2　 ドライバーズIDあり
2.3 　PSカード無し

　　　事前に搬入票に免許証番号を書き込んでください
① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬入レーンへ進入する。

入口：実搬入（一般） レーン入口：実入混

② ゲート内の所定位置に停車後　（搬入票はチェッカーに渡す）

ロック解除に行く際にチェッカーが3点確認を行う。
（チェッカーに社員証と免許証を提示し、名前や会社名等を記帳する。）

搬入票を受け取り、駐車場に移動し、クラークブースに向かう
　　　注意：発車時には遮断機や他の車に注意して下さい

③ クラークに搬入票を提示し、受付を行う。
運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬入　2．RFIDを持っていない場合　

-9-

クラーク

実入混 



     3.１ 　PSカードあり

①. ＰＳカードを機械にかざす。

②. 駐車場に停車後、歩いて保税管理室に行く。

③. 保税管理室で、搬入票、ＰＳカードを提示し、
ヘッドＩＤまたは車輌のナンバーを伝える。

　　 3.2　 ドライバーズIDあり
　　 3.3　 PSカード無し

Ⅰ. 左端に停車後、
警備員が、3点確認（本人・所属・目的の確認）を行います
警備員に社員証と免許証を提示し、名前や会社名等を記帳する。

Ⅱ. 駐車場に停車後、歩いて保税管理室に行く。

Ⅲ. 保税管理室で、警備で渡された紙を受付に提示し、
ヘッドＩＤまたは車輌のナンバーを伝える。
運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●3．保税管理受付（搬入/搬出）オーバーワイド等
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　4.１ 　PSカードあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬出レーンへ進入する。
入口：実搬出（ＲＦＩＤ） レーン入口：実出有　又は　実出混

② ＰＳカードを機械にかざす。
　　　注意：遮断機が開くことを確認
ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤで送信し、RFIDの指示に従う。

③ クラークで処理を行う場合は、
クラークにPSカードを提示し、受付を行う。

●搬出　4．RFIDを持っている場合　
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クラーク

実出有 

実出混 



　4.2 　ドライバーズIDあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い警備ボックスレーンへ進入する。
入口：ＰＳ無実23 レーン入口　：PS無実

② ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤを持って警備員のところに行く
ＲＦＩＤで送信し、行き先指示を警備員に見せる。
クラーク処理になる場合は警備員が、3点確認（本人・所属・目的の確認）を
行う。 ＲＦＩＤからの指示に沿って走行する。

③ クラークで処理を行う場合は、
クラークに警備で渡された紙を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬出　4．RFIDを持っている場合　
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クラーク

PS無実 



4.3　PSカード無し

① 電光掲示板のレーン指示に従い警備ボックスレーンへ進入する。
入口：ＰＳ無実23 レーン入口　：PS無実

② ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤを持って警備員のところに行く
ＲＦＩＤで送信し、警備員が3点確認（本人・所属・目的の確認）を行う。

③ すべてクラーク処理となるので
クラークに警備員に渡された紙を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬出　4．RFIDを持っている場合　
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クラーク

PS無実 



　5.１ 　PSカードあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、搬出レーンへ進入する。
入口：実搬出（一般） レーン入口：実出混

② ＰＳカードを機械にかざす。
　　　注意：遮断機が開くことを確認

③ クラークにPSカードを提示し、受付を行う。

●搬出　5．RFIDを持っていない場合　
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クラーク

実出混 



　5.2 　ドライバーズIDあり　
　5.3 　PSカード無し　

① 電光掲示板のレーン指示に従い警備ボックスレーンへ進入する。
入口：ＰＳ無実23 レーン入口　：PS無実

② ゲート内の所定位置に停車し警備員のところに行き
警備員が3点確認（本人・所属・目的の確認）を行う。

③ 駐車場に停車し、クラークに警備員から渡された紙を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●搬出　5．RFIDを持っていない場合　
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クラーク

PS無実 



　6.１ 　PSカードあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、空受付レーンへ進入する。
入口：空搬出（RFID） レーン入口：空受有　又は　空受混

② ＰＳカードを機械にかざす。
　　　注意：遮断機が開くことを確認

ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤで送信し、
RFIDの指示に従う

③ クラークで処理を行う場合は、駐車場に停車し、
クラークにＰＳカードを提示し、受付を行う。

●空ピック　6．RFIDを持っている場合　

-16-

クラーク

空受有 

空受混 



　6.2 　ドライバーズIDあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、空受付レーンへ進入する。
入口：ＰＳ無空22 レーン入口　：PS無空

② ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤを持って警備員のところに行く
ＲＦＩＤで送信し、行き先指示を警備員に見せる。
クラーク処理になる場合は警備員が、3点確認（本人・所属・目的の確認）を
行う。 ＲＦＩＤからの指示に沿って走行する。

③ クラークで処理を行う場合は、

駐車場に停車し、警備員に渡された紙を提示し、受付を行う。
運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●空ピック　6．RFIDを持っている場合　
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クラーク

PS無空 



　6.3 　PSカード無し　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、空受付レーンへ進入する。
入口：ＰＳ無空22 レーン入口　：PS無空

② ゲート内の所定位置に停車し警備員のところに行き
警備員が3点確認（本人・所属・目的の確認）を行う。

③ 駐車場に停車し、クラークに警備員から渡された紙を提示し、
受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●空ピック　6．RFIDを持っている場合　
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クラーク

PS無空 



　7.１ 　PSカードあり　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、空受付レーンへ進入する。
入口：空搬出（一般） レーン入口：空受混

② ＰＳカードを機械にかざす。
　　　注意：遮断機が開くことを確認

③ 駐車場に停車し、
クラークにＰＳカードを提示し、受付を行う。

●空ピック　7．RFIDを持っていない場合　
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クラーク

空受混 



　7.2 　ドライバーズIDあり　
　7.3 　PSカード無し　

① 電光掲示板のレーン指示に従い、空受付レーンへ進入する。
入口：ＰＳ無空22 レーン入口　：PS無空

② ゲート内の所定位置に停車し警備員のところに行き
警備員が3点確認（本人・所属・目的の確認）を行う。

③ 駐車場に停車し、
クラークに警備員から渡された紙を提示し、受付を行う。

運転免許証を携帯してブースに行ってください。

●空ピック　7．RFIDを持っていない場合　
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クラーク

PS無空 



① ゲート内の所定位置に停車し、ＲＦＩＤを送信して後
ＥＩＲをチェッカーに渡す。　（ツイストロックも忘れず解除する）

② ＰＳカードを機械にかざす。

③ チェッカーと打合せを行い指示に従う。
　チェッカーの指示があるまで乗車しない

④ ＲＦＩＤに表示された行き先へ向かう。

① ゲート内の所定位置に停車し、RFIDを送信する。
ＥＩＲをチェッカーに渡す　（ツイストロックも忘れず解除する）

② チェッカーと打合せを行い指示に従う。
　注意：チェッカーの指示があるまで乗車しない

③ ＲＦＩＤに表示された行き先へ向かう。

●空返却　8．RFIDを持っている場合
     8.１ 　PSカードあり  

     8.2　 ドライバーズIDあり 
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① ゲート内の所定位置に停車後、RFIDを送信する

ＥＩＲをチェッカーに渡し、名前や会社名等を記帳する。

（ツイストロックも忘れず解除する）

チェッカーの指示が有ったら、社員証と免許証を提示し、乗車する。

　注意：チェッカーの指示があるまで乗車しない

② ＲＦＩＤの指示通り走行する。

●空返却　8．RFIDを持っている場合
     8.3　 PSカード無し
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① ゲート内の所定位置に停車し、

ＥＩＲをチェッカーに渡す。　（ツイストロックも忘れず解除する）

ＰＳカードを機械にかざす。

② チェッカーにPSカードを提示し、

チェッカーの指示通り走行する。
　注意：チェッカーの指示があるまで乗車しない

●空返却　9．RFIDを持っていない場合
     9.１ 　PSカードあり  
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　　9.2　 ドライバーズIDあり

① ゲート内の所定位置に停車後、ＥＩＲをチェッカーに渡し、

名前や会社名等を記帳する。（ツイストロックも忘れず解除する）

チェッカーの指示が有ったら、社員証と免許証を提示する。

② チェッカーの指示通り走行する。
　注意：チェッカーの指示があるまで乗車しない

●空返却　9．RFIDを持っていない場合

　　9.3　 PSカード無し
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≪注意事項≫

　　　1.PSカード認証や、3点確認は、（各運転手）最初の一回は行ってください。

（同じ運転手による2本目以降の特搬作業は、3点確認を省略できます。）

　　　2.特搬作業のみ、PSカード認証や３点確認するまでRFIDを送信しないでください。

　　　3.PSカード無しでも特搬作業は行えますが、RFID無しでは行えません。

　　10.１ 　PSカードあり
① 特搬作業用のレーンに進入し、降車し、PSカードを機械にかざす。

RFIDを送信する。

② RFIDタグの指示に従う。

① 特搬作業用のレーンに進入し、
RFIDを送信する。

② RFIDタグの指示に従う。

① 特搬作業用のレーンに進入し、降車し、チェッカーによる3点確認を
行った後、RFIDを送信する。

② RFIDタグの指示に従う。

●特搬入/特搬出　10．RFIDタグ使用

　　10.2 　ドライバーズIDあり
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　　10.3 　PSカード無し

クラーク


