
管理システム(SAM: System for Award Management) への事前登録方法 
   

外国の法人または団体が米国連邦政府との契約／助成金申請(Contracts/Grants) の際に必要な登録 

 

SAM: System for Award Management 
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DNUS (ダンズ: D-U-N-S: Data Universal Numbering System) 番号の取得 

https://duns-number-jp.dnb.com/search/jpn/login.asp 

SAM (System for Award Management: 入札管
理システム) に事前登録する前に DUNS 番号の
取得が必要です。 
日本での連絡先である東京商工リサーチの 
サイトにアクセスして DUNS 番号を確認するか、
または取得します。 
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https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 

 
エヌケージコード (NCAGE CODE: 取引認識番号) の取得 
 

本文の link からＮＣＡＧＥに関する詳細をご覧いただけます。 
団体名を入力し右上のｻｰﾁﾎﾞﾀﾝを押して下さい。 登録されていない場合は新規登録が
必要です。右下の“Register New”をｸﾘｯｸして画面の指示に従って下さい。 



DUNS 番号を SAM に登録 

https://www.sam.gov/ 

ここをクリック 
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D&B (Dun&Bradstreet) から受け取った 
DUNS番号を、４８時間後以降にSAMに登
録します。サイトにアクセスして、画
面右上の“Create an Ａcount” をｸﾘｯ
ｸして下さい。 



SAM 登録の注意事項 

登録に入る前に下記の事項を確認してください。 

 

 Data Universal Numbering System (DUNS)が有効である 

 DUNS と並行して NCAGE Code を取得した 

 米国にて税金を納める必要がある場合は 、Tax Identification Number を確認し
た 

 振込先銀行の ABA Routing Number を銀行に確認した 

 

必須情報が不足しているとSAM 登録はできません。 

 

なお、SAM 登録は年に一度更新してください。 この更新を怠ると登録は無効になりま
す。 
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ユーザーアカウントの作成 
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作成していただくアカウントは Individual Account（個人アカウント）です。個人ア
カウントのボックスの中の Create an Account（アカウント作成）を選択してくださ
い。 



ユーザーアカウントの作成 (続き) 
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ユーザー名は最低６文字です。１
度作成したユーザーアカウントは
変更できません。 
 
パスワードは最低８文字で、少な
くとも文字１つ、数字１つ、そし
て特殊文字 (!@#$%&*) １つを含み
ます。 
 
セキュリティに関する質問を３つ
選択し、それぞれの答えを入力し
ます。 



ユーザーアカウントの作成 (続き) 
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入力した情報が正しいこと
を確認したら、ページ右下
の SUBMIT (提出) をクリッ
クします。 



SAM 登録完了まで 
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アカウントが作成されたことを
確認するメールが送信されてき
ますので返信します。 
 
まず、画面右下の Done (完了) 
をクリックします。 



アカウントを有効 (activate) にする 
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確認メールは notification@sam.gov から送信されてきます。メール文中の最初のリンクをクリックして 
アカウントを有効 (activate) にします。 
＊クリックしても反応しない場合は、リンク先をコピーしてブラウザのアドレスラインにペーストします。 
 



アカウントを有効 (activate) にする (続き) 
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ユーザー名とパスワードで
ログインします。 



アカウントを有効 (activate) にする (続き) 
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このページで DONE (完了) をク
リックするとアカウントが有効に
なり、SAM のシステムに入ります。 
 
DONE をクリックします。 



SAM にログインする 
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ﾛｸﾞｲﾝする都度、Accept (承
認)をｸﾘｯｸして使用上の合意
事項を承認します。 
使用上の合意事項を承認し
ないとシステムに入ること
はできません。 
合意事項の要約は次頁を 
参照してください。 



SAM 使用上の合意事項 （前頁の要約） 

使用許諾 

これは合衆国連邦政府が所有するシステムであり政府が許可した者のみが使用を許されます。
当該システムに入力された情報は米国政府が指揮をとる査察、あるいは調査の対象となる場
合があります。非承認の使用は禁止され、米国の法律に抵触する可能性があります。登録を
なさる場合は上記の事項に同意して頂いたとみなされます。 

 

個人情報保護 

個人情報の開示に関しては電子メール等を通じて自発的になされるものと解釈されます。
よってこうした個人情報の提供については個々人にその管理、運用の責任があるものとしま
す。 

 

情報開示 

登録された個人情報は米国の法律に基ずき保護されます。特別な条項が存在しない限り、当
該情報が政府以外の第三者機関と併有するとこはありません。 
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SAM にログインする (続き) 
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今回は新規の会社または団体と
して登録しましたので、画面上
の質問は無視します。 

左側ﾒﾆｭｰの 
Register/Update 
Entity (登録/更新) 
から Register New 
Entity (新規登録) 
を選択します。 



Registration Overview (登録の概要) 
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登録完了に必要な情報を説明しています。 



Registration Overview (続き) 
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右下の START REGISTRATION 
(登録開始) をクリックします。 



会社（団体）の登録 
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まず、米国政府に提供する業務のタイプを選択します。Contracts (契約) に Yes と答えると、残りの質問は
自動回答されます。Contracts に No と答えると、Grants (助成金) あるいは他の政府援助を選択できます。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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前頁で入力された回答に基き、登録の目的が決定されます。変更する場合は前頁に戻ってください。 
NEXT (次へ) をクリックして登録を継続します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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DUNS 番号と会社名および所在地を入力します。会社名および所在地は、DUNS 番号申請時と同じものを
使用します。入力が済んだら NEXT をクリックします。 



会社（団体）の登録 (続き) 

SAMの情報 NCAGEの情報 
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NATO record (NCAGE の情報) と D&B information (SAM の情報) は全く同じでなくてはなりません。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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入力情報が D&B information (D&B 情報) と同じであることを確認したら、Save and Continue をクリックします。 
情報が異なっている場合は情報の修正が必要です。Save and Continue をクリックせずに D&Bにご連絡ください。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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続けて会社情報を入力しま
す。このページでは MPIN 
(Marketing Partner 
Identification Number) を
作成します。MPINはこのシ
ステム中でのパスワードと
なりますのでその管理に注
意をしてください。MPINは
９字の長さで少なくとも文
字１つと数字１つを含み、
スペースと特殊文字は含み
ません。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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TIN Type と番号は外国法人・会社の場合は入力不要なので空白のままにしておきます。その他の全ての情報
を入力したら、Save and Continue をクリックします。 
 



会社（団体）の登録 (続き) 
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最初の質問の答えに Yes を選択して、その下に NCAGE Code (NCAGE コード) を入力します。入力
を終えたら Save and Continue をクリックします。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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該当する Company Security Level と Highest Employee Level を選択してください。該当しない場合
は Not Applicable を選択して下さい。 
 



会社（団体）の登録 (続き) 
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申請会社がドロップダウンメニュー中のどれかに該当する場合は選択します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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ドロップダウンメニューから Foreign Owned and Located (外国所有、所在) を選択します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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Socio-Economic Categories というカテゴリーは外国所有、所在の会社には適用されません。 
Save and Continue で続けます。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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外国の販売店は 
Electronic Funds 
Transfer と Automated 
Clearing House (ACH) の
項目を入力する必要はあ
りません。空白のままに
しておいてください。 
米国銀行に口座がある場
合は入力しても構いませ
ん。その場合、ABA 
routing numberと口座番
号が使用可です。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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Remittance/Address (送
金／住所) は入力必須項
目です。申請会社の国に
State/Province（州／
省）がある場合はトップ
ダウンメニューから選択
します。該当しない場合
は空白にしておきます。 
入力が済んだら、Save 
and Continue をクリック
します。 



会社（団体）の登録 (続き) 

32 

質問１に No と答えた場合は、
質問２は該当しません。Save 
and Continue で次に進みます。 
 
質問１に Yes と答えた場合は、
質問２にも答えます。 
 
質問２に Yes と答えた場合は、
申請会社の上位５人の 
Executives (重役) の氏名と
給与額を記入します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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質問１に No と答えた場合は、
Save and Continue で次へ進み
ます。 
 
質問１に Yes と答えた場合は次
の質問にも答えます。 
 
次の質問への答えが No の場合
は、Save and Continue で進み
ます。Yes の場合は、
proceedings (特定の情報) を入
力します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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申請会社の情報が公開されないように選択することもできます。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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Review page (入力情報確認ページ) の情報がすべて正しいことを確認して、Save and Continue をク
リックします。入力情報を修正する必要がある場合は、右上にある Edit ボタンから編集します。 



会社（団体）の登録 (続き) 
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申請の目的が Contracts (契約)の場合、登録手続きの中の Assertions, Representations & 
Certifications の項目を入力してください。申請の目的が Grants (助成金) あるいは連邦政府による
他の援助のみの場合、これらの項目の入力は必要ありません。 



以上でSAMへの登録は終了です。 
ご協力ありがとうございました。 
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