
CargoNext
貿易業務を快適にアシスト

貨物保険をスムーズに・スピーディーに。
カーゴネクスト

CargoNextのご利用について

 ご利用までの流れ
CargoNext は、外航貨物海上保険の包括予定保険契約を結んでいるお客様が対象となります。
利用開始までの流れは、下図のようになります。
事前に動作環境の確認を行います。可能な場合、ご利用規約をご確認の上、利用申込みを
いただきます。その後、必要なID数に応じた電子証明書の準備と通知の準備を行い、これらが
整った段階で利用開始できます。

CargoNextの利用に際しては、以下に対応するシステム・インターネット
環境のご準備をお願いします。

※最新の情報は弊社営業担当までお問い合わせください。

■ OS：Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
■ ブラウザ：Internet Explorer Ver.11
■ 必要ソフトウェア：Adobe Reader 、圧縮ファイル(ZIP形式)解凍ツール
■ 解像度：800×600ドット以上
■ プリンタ：レーザープリンタまたはインクジェットプリンタ

事前確認 利用規約の
ご確認・
利用申込み

電子証明書
取得

お申込準備
ご利用開始動作環境などを事前

に確認いたします。

推奨
動作環境

CargoNextの利用は無料です。
ただし、インターネット回線使用料等の費用はご利用者の負担となります。

お問合せ先

1 2 3 4
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CargoNext (カーゴネクスト）とは？
インターネットを利用して、外航貨物海上保険のお申込み（確定通知）から
保険証券類の入手、契約内容や各種情報の検索・照会等の手続きを、
お客様のお手元で一元的かつスピーディに行なうことのできる新しいサービスです。
高度なセキュリティを確保しており、安心してご利用いただけます。
カーゴネクストの導入・ご利用に関して別途費用※は頂戴しません。

CargoNext をご活用ください。

CargoNext
ご利用の
メリット

CargoNextの
ご活用
シーン

貴社の貿易業務の効率化と利便性向上に

※ インターネット接続のための通信費等は利用者負担となります。

Interface
お客様との幅広い
インターフェイスを

実現

Speedy
スピーディに確定通知、
保険証券類を入手

Useful
多くの機能と情報を簡単に

利用・入手可能

Secure
電子証明書・SSL暗号通信・
パスワードによる高い
セキュリティレベルを実現

毎日、一日中
利用可能(※)

●個別通知方式に加え、一括通
知方式にも対応しています。

●画面入力の他、CSVデータの
取り込みも可能です。

●日英対応していますので、海外
からも幅広く利用できます。

●契約の手続き状況が一元的に
リアルタイムで把握できます。
●確定通知、訂正、取消等の各種
手続きが全てに対応可能です。

●お申込み頂いた契約の内容、各種
の関連情報を簡単に検索・照会
できます。

●ご通知後、最速の場合、
数秒間で保険証券類の
プリントが可能です。

CargoNextの主な機能

CargoNextの活用で、貿易業務を快適に。

お申込み（確定通知）、証券類プリント機能

契約内容情報のダウンロード 各種情報検索・提供機能

②証券類のPDFデータを開き
　お手持ちのプリンタから印刷トップページ ①通知内容を入力・送信

＊通知内容に応じて、弊社側で確認をさせていただく場合があります。この場合は、弊社側での確認対応が完了した後に、証券類の印刷が可能となります。

通知の訂正・取消もカーゴネクスト上でできます。

一括通知・
期間建通知の
入力・送信

CSVファイル
による入力
指定フォーマットの
CSV形式のファイ
ルを取り込み、入力
ロードを削減する
方法もあります。

一ヶ月分の輸送
をまとめて通知
することも可能
です。

その他の入力・通知方法

お申込みをいただいた
契約の明細データを
ダウンロードできます。

検索項目を利用し、
必要な情報を

一覧表示できます。

①複数の拠点に分かれていて情報共有がうまくいかない。
②保険証券類の取得までに時間がかかる。
③申込み者以外の担当者も必要なデータを受取りたい。

①拠点が離れていても、必要な機能をどこからでも利用が可能に。
②通知後速やかに保険証券類を手元のプリンタから印刷可能に。
③申込み者以外の拠点においても必要な機能やデータを利用可能に。

導入前の課題 導入後の効果

東京海上日動

拠点A（物流部門）

確定通知の申込み

保険証券類の
プリント・受取り

保険料明細データの
ダウンロード

拠点B（営業部門）

拠点C（会計部門）

CargoNextCargoNext
●休日・祝日を問わず、毎日、
一日中サービスの利用が
可能です。（※）

（※）システムメンテナンスのため、毎日深夜の
他、一定時間サービスを休止する場合があ
ります。またお問い合わせや弊社におけるサ
ポート対応可能な時間は別となります。

例
Anytime

最速の場合は
数秒間で印刷可能
になります。＊



CargoNext (カーゴネクスト）とは？
インターネットを利用して、外航貨物海上保険のお申込み（確定通知）から
保険証券類の入手、契約内容や各種情報の検索・照会等の手続きを、
お客様のお手元で一元的かつスピーディに行なうことのできる新しいサービスです。
高度なセキュリティを確保しており、安心してご利用いただけます。
カーゴネクストの導入・ご利用に関して別途費用※は頂戴しません。

CargoNext をご活用ください。

CargoNext
ご利用の
メリット

CargoNextの
ご活用
シーン

貴社の貿易業務の効率化と利便性向上に

※ インターネット接続のための通信費等は利用者負担となります。

Interface
お客様との幅広い
インターフェイスを

実現

Speedy
スピーディに確定通知、
保険証券類を入手

Useful
多くの機能と情報を簡単に

利用・入手可能

Secure
電子証明書・SSL暗号通信・
パスワードによる高い
セキュリティレベルを実現

毎日、一日中
利用可能(※)

●個別通知方式に加え、一括通
知方式にも対応しています。

●画面入力の他、CSVデータの
取り込みも可能です。

●日英対応していますので、海外
からも幅広く利用できます。

●契約の手続き状況が一元的に
リアルタイムで把握できます。
●確定通知、訂正、取消等の各種
手続きが全てに対応可能です。

●お申込み頂いた契約の内容、各種
の関連情報を簡単に検索・照会
できます。

●ご通知後、最速の場合、
数秒間で保険証券類の
プリントが可能です。

CargoNextの主な機能

CargoNextの活用で、貿易業務を快適に。

お申込み（確定通知）、証券類プリント機能

契約内容情報のダウンロード 各種情報検索・提供機能

②証券類のPDFデータを開き
　お手持ちのプリンタから印刷トップページ ①通知内容を入力・送信

＊通知内容に応じて、弊社側で確認をさせていただく場合があります。この場合は、弊社側での確認対応が完了した後に、証券類の印刷が可能となります。

通知の訂正・取消もカーゴネクスト上でできます。

一括通知・
期間建通知の
入力・送信

CSVファイル
による入力
指定フォーマットの
CSV形式のファイ
ルを取り込み、入力
ロードを削減する
方法もあります。

一ヶ月分の輸送
をまとめて通知
することも可能
です。

その他の入力・通知方法

お申込みをいただいた
契約の明細データを
ダウンロードできます。

検索項目を利用し、
必要な情報を

一覧表示できます。

①複数の拠点に分かれていて情報共有がうまくいかない。
②保険証券類の取得までに時間がかかる。
③申込み者以外の担当者も必要なデータを受取りたい。

①拠点が離れていても、必要な機能をどこからでも利用が可能に。
②通知後速やかに保険証券類を手元のプリンタから印刷可能に。
③申込み者以外の拠点においても必要な機能やデータを利用可能に。

導入前の課題 導入後の効果

東京海上日動

拠点A（物流部門）

確定通知の申込み

保険証券類の
プリント・受取り

保険料明細データの
ダウンロード

拠点B（営業部門）

拠点C（会計部門）

CargoNextCargoNext
●休日・祝日を問わず、毎日、
一日中サービスの利用が
可能です。（※）

（※）システムメンテナンスのため、毎日深夜の
他、一定時間サービスを休止する場合があ
ります。またお問い合わせや弊社におけるサ
ポート対応可能な時間は別となります。

例
Anytime

最速の場合は
数秒間で印刷可能
になります。＊



CargoNext
貿易業務を快適にアシスト

貨物保険をスムーズに・スピーディーに。
カーゴネクスト

CargoNextのご利用について

 ご利用までの流れ
CargoNext は、外航貨物海上保険の包括予定保険契約を結んでいるお客様が対象となります。
利用開始までの流れは、下図のようになります。
事前に動作環境の確認を行います。可能な場合、ご利用規約をご確認の上、利用申込みを
いただきます。その後、必要なID数に応じた電子証明書の準備と通知の準備を行い、これらが
整った段階で利用開始できます。

CargoNextの利用に際しては、以下に対応するシステム・インターネット
環境のご準備をお願いします。

※最新の情報は弊社営業担当までお問い合わせください。

■ OS：Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
■ ブラウザ：Internet Explorer Ver.11
■ 必要ソフトウェア：Adobe Reader 、圧縮ファイル(ZIP形式)解凍ツール
■ 解像度：800×600ドット以上
■ プリンタ：レーザープリンタまたはインクジェットプリンタ

事前確認 利用規約の
ご確認・
利用申込み

電子証明書
取得

お申込準備
ご利用開始動作環境などを事前

に確認いたします。

推奨
動作環境

CargoNextの利用は無料です。
ただし、インターネット回線使用料等の費用はご利用者の負担となります。

お問合せ先

1 2 3 4

E21-12240（3）改定202112


