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あなたの期待に、日本関税協会が応えます。
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輸出入業務に欠かせない人材
「通関業務のエキスパート」として活躍を！
「通関士」と聞いて、皆さんは彼らがどのような業務を担っている人たちなのかご存知でしょうか？ 

日本の企業が外国の企業と貿易取引をして商品を輸出入する際、税関に申告をして許可を得る必要があります。

この手続きを行うには高度な知識を要するため、通常輸出入を行う企業は、専門の企業に代理・代行を依頼します。

その代理・代行を行う企業が通関業者であり、書類の審査などを行うのが「通関士」です。

通関業者には、通関業法の規定により「営業所ごとに専任の通関士を1名以上置かなくてはならない」と義務付けられています。

日本が外国と貿易を行う上で不可欠な通関業務のエキスパート、それが「通関士」です。

Q 通関士になったら、どんな活躍の場がありますか？
A 通関士が活躍できる現場は多岐にわたります。通関業者はもちろん、通関士資格取得者を優遇する企業や団体は数多くあり、
　　  国際化の進展とともに活躍の場はいっそう広がっています。

Q 通関士は今後も必要とされる資格ですか？
A

海外企業との商品取引を行う商
社では、通関の仕組みに詳しい人
材が求められています。そのため
社員にも通関士資格の取得を推
奨している企業が数多くあります。

【参考：輸出入総額の推移】

財務省貿易統計ホームページ、年別輸出入総額（確定値）より

国際貨物を扱う航空会社や船舶
会社でも、通関業務を行っていま
す。通関士の資格を取得すること
で、それらの企業への就職・転職
のチャンスが広がります。

運輸会社や倉庫などの物流関連
企業では、通関業務を兼業してい
る企業が数多くあります。社員が通
関士の資格を取得すると、手当を
支給する企業が多いようです。

海外企業との商取引が増加する企
業が増えるとともに、生産拠点を海
外に移すメーカーも増えており、通
関業務や関税率に詳しい通関士
への人材ニーズが高まっています。

そのほかにも、旅行業界や小売・
流通業、貿易・物流業務に関わる
コンサルティング会社など、幅広
い業種で通関士に対する人材の
ニーズが見込まれます。

2013年の日本の貿易総額は約151兆円。2008
年には世界的な経済不況により一時的な貿易
額の低迷がありましたが、その後はグラフの
通り増加傾向です。今後も通関手続のプロ
フェッショナルである通関士のニーズは増すも
のと思われますが、通関業者には、必要な人材
確保が十分でないという現状があります。貿易
業界で唯一の国家試験ですから、これから就
職や転職をする方にとっても資格取得は有利
に働くでしょう。将来自分がどんな仕事をしたい
かを見据えて、資格取得に臨んでみませんか？
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して見るようになり、仕事の捉え方に変化が
法務部で、外為法に基づく安全保障貿易管理を担当しています。輸出について
の知識を体系的に学びたいと通関士の資格に挑戦しました。資格を取ってから、
自分の仕事が「貿易」の中のどこに位置しているのかを意識するようになりまし
た。それまでは漠然としたイメージだったものが、制度や法令を学んだことで、
仕事の理解度が深まったように感じています。輸出入に関わる方にぜひおすす
めしたい資格です。

［平成25年度 講習会 受講］

伏谷 信行さん
伊藤忠商事株式会社

法務部 安全保障貿易管理室

商社 航空会社・船舶会社 物流関連企業 メーカー その他
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選んで良かった！
日本関税協会の6つの特長
講座を受講した皆さんからご好評をいただいている、６つの特長をご紹介します。

本協会では、財務省や税関研修所（講師）、税関現場に勤
務経験のある「関税法等のプロ」が数多く講師を務めてい
ます。そのため、法改正や通関現場の状況などにも精通。
皆さんを合格に導くのはもちろん、「日本の貿易産業を支え
る優秀な通関士を育てる」ことを念頭に、実務にも役立つ
確かな指導を行っています。

財務省で関税行政に関する法案の作成や
税関で実務に従事し通関業務を知り尽くし
たスペシャリストが講師です。

試験に精通した
名物講師陣1

疑問点にぶつかって、前に進めなくなるようなときに役に立
つのが、ウェブによる質問倉庫データベースです。受講生か
らの質問には、講師が直接メールで回答を送信します。ま
た、過去の質問もすべてアーカイブ化されているため、他の
人の質問から学ぶこともできます。質問は、受講期間中に
20回まで可能です。

講習会で丁寧に答えるのはもちろん、講座
受講者全員に「質問フォーム」を用意。疑問
はすぐに解消できます。

質問にはすぐに
答えるのが鉄則3

本協会は、通関業務に必須の法律書「関税六法」をはじ
め、関税・貿易関連の出版物や通関士試験関連の書籍
を数多く発行しており、そのノウハウは教材開発にも活か
されています。講座で使用するテキストは、チャートなどを
多用しながら、難解な内容も噛み砕いて繰り返し説明。初
心者にも理解しやすい構成となっています。

フローチャートなどが豊富なオリジナルテキ
スト。学習到達目標を設定し、学習進捗度を
把握しながら学べる構成です。

初心者でも
安心のテキスト5

通信教育講座受講生には7回の課題提出を通じ、講習会受
講生には宿題や定期テストを通じてそれらの結果を個々に分
析し、点数やランク、注意点のアドバイスを行い、一人一人を鼓
舞します。法令改正の内容や効果的な科目別学習法など、試
験に役立つ情報を受講生専用サイトから随時発信します。毎
月発行の情報紙「かわらばん」も大好評です。

受講生全員が合格まで学習に励めるよう、
担当講師が一人一人をフォロー。課題や定
期テスト等には丁寧にコメントします。

フォローアップ体制2

講座カリキュラムは、6カ月の学習で合格を狙えるレベルに到達
するよう設計されています。問題の難易度や合格率（H26年：
13.2%）からも、決して易しい試験とは言えません。しかし、重要
なのは数字に惑わされることなく「合格」という目標をしっかり定
めて日々 の学習をコツコツ積み上げる努力を怠らないこと。徹底
した基礎固めと応用力強化により、合格は自ずと近付きます。

基礎から段階的に合格レベルの知識を習得
できる独自カリキュラム。６カ月で合格でき
るよう導きます。

６カ月で
試験合格を目指す4

本協会の講座は、日本で最初の通関士養成講座として
スタート。通関士を目指す受験生から40年以上にわたっ
て支持されてきた「通関士養成講座の老舗」です。他校
の通信教育講座を受講しても「餅は餅屋」だということで、
「今年こそは合格したい！」とラストチャンスに本協会の
講座を選ぶ方が数多くいらっしゃいます。

受講生の約半数は他社講座の利用経験者。
でも「今年こそは！」のラストチャンスで本
協会が選ばれています。

通関士養成
指導歴40年6
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試験に精通した名物講師陣
講
師
陣
の
ご
紹
介

合格に必要なことの一つは、「基本の骨
組みをしっかりと理解していること」だと
考えています。そのため、枝葉の話をす
る前に、基本の枠となる考え方を理解し
てもらうこと、覚えやすいよう背景をしっ
かりと解説することを怠りません。もう一
つ必要なのは、集中力です。常に学ん
でいる内容を頭に浮かべ、頭の中で論
理的に組み立てる習慣や、質問に対す
る答えをイメージトレーニングするなど、
試験までの一定期間、集中力を切らさ

ないよう努めてほしいと思います。

私はこれまで税関研究所で税関職員を
教育したり、関税法等の改正に携わって
きました。関税のスペシャリストが教える
講座、通関士試験対応のスペシャリスト
がつくったテキストを使用することが本
協会の大きな特長の一つ。法の背景や
立法の趣旨を理解しているからこそ、伝
えられる強みがあると考えています。

基本の骨組みと集中力
試験まで突き進むことが大切

税関、関税のプロによる
講座、テキストだからできること

関税制度の法案作成に参画
関税法、定率法、暫定措置法のプロ

まずは基本、背景、枠組みの理解。
それが細かな問題の理解に役立ちます。

いつだって集中力を切らさない。
イメージトレーニングも有効な勉強法。

❶
POINT

❷
POINT

國枝 丈記氏

旧大蔵省にて、関税制度や税率改正の法案作成
に参画。在外公館、税関研修所の主任教官などの
経験もあり、商社や通関業者の職員を対象に、関
税法などの講義を行ってきたベテラン講師。

［くにえだ たけのり］

P R O F I L E

合格の極意を知り尽くす
通関士試験のエキスパート

効率の良い勉強方法をしっかりと身に付け、
要点を押さえた学習を心掛けよう。

講師が一人一人を徹底的にフォロー。通信教育講座
の受講生は情報紙「かわらばん」を要チェック。

❶
POINT

❷
POINT

弘井 得二郎氏

旧大蔵省関税局で、特恵関税、事後調査制度の
通達改正に深く携わる。合格には、300時間の学
習が必要だと公言する熱血漢。労力を惜しまずにつ
くるカリキュラムが、毎年高い評価を得る。

［ひろい とくじろう］

P R O F I L E

本協会の講師は、知識、資料など、一
回の講習に受講生がどれだけのものを
持って帰れるかを常に意識しています。
何を学ぶかと同時に、どのように学ぶか
を伝えるよう心掛けています。私が皆さ
んにお勧めしたいのは、「皿回しの技法」
と「20、80の法則」です。「皿回しの技
法」とは、一分野を一皿と例え、一つの皿
を回したら、次々と回しつつ、最初の皿
が落ちる前にまた戻って繰り返す勉強
法を表しています。これは記憶の定着に

役立つはずです。また、「20、80の法則」
とは、100のうち、20の中に80の内容が詰
まっているという意味。効率の良い学習
法を、常に意識してください。

本協会の講座の特長は、生徒一人一人
をフォローする体制にもあります。質問へ
の返答はもちろんのこと、受講生専用サ
イトから発信する「かわらばん」などを通
じて、皆さんと常に伴走していきますの
で、しっかりとついてきてください。

何を学ぶかと同時に
どのように学ぶのかを伝授

一人一人の学びの状況を把握
細やかなフォロー体制
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「関税法等のプロフェッショナル」であり、「通関士試験のプロフェッショナル」である
日本関税協会の講師たちは、受講生の皆さんを合格に導くとともに、
日本の貿易産業を支える優秀な通関士として活躍できるよう、さまざまな工夫を凝らしています。
そのこだわりの講座やテキスト、カリキュラムには、毎年大変好評をいただいています。

通関士試験に合格するためには、「学
習意欲」をいかにキープするかが大切。
講師はその手伝いをしています。「わ
かりやすさ」もその一つ。講師がフロー
チャートなどを用いた副教材を作成し、
テキストでは補えない解説を加えるのも
本協会の特長ではないでしょうか。

合格する人の多くは、たくさん質問をする

という傾向があります。講習会受講生な
ら皆の前で盛んに質問し、通信教育生な
らウェブの質問フォームを進んで利用しま
す。また、スクーリングに参加したり、全国
模試やオンライン模試など力試しの試験
を積極的に受験する人が多いようです。
自分の弱い箇所を自ら理解することが、
合格に近づく秘訣かもしれません。本協
会の講師の願いは、「通関士試験に合
格し、立派に現場で通用する人材になっ
てほしい」ということ。そのためにしっかり
サポートしますので、意欲をなくさず、がん
ばってください。

学習意欲キープのために、
講師が完全バックアップ！

合格するのは、よく質問し、
模試などを積極的に受験する人

税関研修所で関税法を講義
現場で通用する通関士育成に尽力

学習意欲をキープし続けられるかが合格の鍵。
そのために講師を徹底的に活用しよう。

通信教育講座の受講生は迷わず質問倉庫データ
ベースを利用し、模試で自分のレベルの確認を。

❶
POINT

❷
POINT

惠崎 紀之氏

旧大蔵省関税局で、保税、輸出通関、輸入通関な
どを担当。税関研修所で関税法などの講義も行っ
た。担当科目はAEO制度、関税法、通関特例法、
通関業法など。モットーは「挑戦」。

［えざき のりゆき］

P R O F I L E

講
師
陣
の
ご
紹
介

税関勤務40年超
関税法のすべてを熟知する

関税法の基礎を学ぶにあたって欠か
せないのは、重要な条文を覚えることで
す。基本となるものはとにかく頭に入れ
ておく。それによって、応用問題も解け
るようになります。条文の数は膨大です
が、テキストに重要な部分がまとまって
いますので、ぜひ活用してください。講
習では、条文の背景を解説します。制定
に至った背景まできちんと理解すること
で、知識が定着するのです。また問題を
解くだけでなく、定期的にテキストを読

み込むことを習慣にしましょう。すべての
ベースとなるのは条文です。まずは基礎
を固めることを心掛けてください。

昨年から本協会の講習を担当していま
す。一人一人に寄り添うような講習にした
いと思っています。一度つまずくと、以降
ずっと疑問が残ってしまいますから、わから
ない部分は遠慮せず相談してほしい。力
を合わせ、共に合格を目指しましょう。

基本の条文は、
背景まで理解した上で暗記を

一人一人を見つめる講習と
講習外での綿密なフォロー

すべての基礎となる条文を頭に入れること。
基礎を固めてから、応用問題に挑戦しよう。

長丁場となる試験勉強期間に、根気は欠かせない。
悩んだ時は遠慮せず講師に相談を。

❶
POINT

❷
POINT

須藤 晴夫氏

東京税関にて、40年以上にわたり輸出入業務を広
く手がける。昨年度より講師として就任し、輸出入
通関制度を担当。目指すのは、一人一人に寄り添
う講習。

［すどう はるお］

P R O F I L E
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あなたにぴったりの学び方は？
平成27年度・各種講座ラインナップ

講
座
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

DVDビデオを視聴しながら学べるのが、このビデオ通信教育講座。自分

のペースで学べる通信教育のメリットと、通学講座と変わらない授業を

自宅で受けられるメリットを併せ持った講座です。使用するテキストもサ

ポートシステムも、通信教育講座と同様です。最新の法令改正を反映し

た改訂版DVD教材を使用します。

自宅にいながらスクーリング感覚で学べます。

通関士養成 ビデオ通信教育講座

通うのはムリでも講義は聴きたい。❶

課題提出だけだと不安。❷

こんな人にオススメ！

P9へ

ビデオ視聴で得た知識を、問題を解く
ことで確実に自分のものにしました。
通関士の資格を持っている方の勧めで、関税協会を

選びました。初めての挑戦だったので、テキストだけ

では少し不安があり、ビデオ通信教育講座を選びま

した。ビデオをただ眺めるのではなく、そこで得た知

識をノートにまとめたり、小テストに挑戦してみたり

と、アウトプットする機会を設けることで、知識が確

実に定着したと思います。疑問があれば、受講生専

用サイトから講師の方にメールで問い合わせするこ

とができるのもありがたかったです。／H.Hさん

受講者の声

4/1
開 講

教育訓練給付制度
対象講座

過去の傾向が押さえられているので、
オリジナルテキストを何度も読みました。

初めて試験に挑戦される方でも迷うことなく学習できるカリキュラムで構

成。元税関の通関部門出身の講師や、財務省（旧大蔵省）で関税関係

法令のスペシャリストとして活躍してきた講師たちの監修によるテキストと

問題集に取り組むことで、合格に向かって着実に実力を育むことができま

す。時間や場所を選ばず、自分のペースで学べるため、仕事を持つ社会

人や学生、主婦の方にも最適です。

オリジナルテキストを何度も何度も読み込み、1年目

で合格しました！関税協会のテキストは、何度読ん

でも発見があります。基礎に加え、過去の出題の傾

向や、受験生が間違えやすいポイントをしっかり押さ

えてあるからだと思います。「このテキストさえ読ん

でおけば大丈夫」という安心感がありました。それか

ら、テキストに学習時期の目安が書かれているのもう

れしかったです。今、自分の学習ペースは遅れている

のかどうかがわかるので、スケジュール管理がとても

楽でした。テキスト以外の参考書は使いませんでし

たが、本試験でわからない問題はありませんでした。

／E.Dさん

いつでも、どこでもマイペースで学べます。

通関士養成 通信教育講座
受講者の声

P7へ

独学で勉強を続けていく自信がない。❶

マイペースで勉強を進めたい。❷

こんな人にオススメ！

4/1
開 講

教育訓練給付制度
対象講座
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日本関税協会では、学習スタイルに合わせて学べる3つの講座を開講しています。
通信教育講座では、合格をより確実にするためのオプション講座(P13)もご用意しています。
あなたのスタイルにピッタリの講座が必ず見つかります！

講
座
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

＜申込みから給付までの流れ＞
①「JTAS Store」の講座申込入力画面にアクセスし、画面右側の「教育訓練給付制度」の項目から「利用有」を選択します。
②当協会に証明書類（運転免許証、保険証、住民票のコピーなど）を提出してください。手順は下記の通りです。
　◉通信教育講座　◉ビデオ通信教育講座
　　第1回課題提出時（締切：5月7日の当日消印分まで）に証明書類を同封してください。
　◉講習会
　　開講日（4月2日）に受付で証明書類をご提出ください。
③修了認定基準を満たして講座を修了した方へ、給付申請に必要な書類一式を郵送します（2015年10月初旬）。
④ご住所を管轄するハローワークで、講座修了日の翌日から一ヶ月以内に申請手続きを行ってください。
　詳細については、直接ハローワークにお問い合わせください。

教育訓練給付制度を活用しましょう！
教育訓練給付制度とは、労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が
その教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。（厚生労働省ホームページより）
「通信教育講座」、「講習会」のいずれも教育訓練給付制度の対象講座ですので、当協会の修了認定基準を満たして講座を修了した人に
は、受講者本人が支払った受講費用の20%に相当する額がハローワークから支給されます。申請手続きは、講座修了後にご本人が行います。
早割で申し込まれた方も、給付制度をご利用いただけます。

「教育訓練修了証明書」の発行条件は以下の通りです。

◉通信教育講座  ◉ビデオ通信教育講座
期間中の７回の課題を全て各期日までに提出し、かつ各回とも6割以上を得点すること。

◉講習会　全28回の講習（模試の受験を除く）の出席率が80%（22回）以上であること。

講師からのフィードバックに、
安心感がありました。

税関研修所で指導を行っていた元教官や、総合物流商社で長い間教官を務めた

ベテラン講師陣が、持っている受験ノウハウのすべてを伝授します。土曜日のフォロ

ーアップ演習（全4回）では、講師とともに単元ごとの演習問題と総復習を実施。本

年は、第3科目（通関実務）強化の要望を踏まえて、特別答練（2日間14時間）を組

み入れました。会場はアクセスが便利な都心の神田駿河台（4駅利用可能）。平日

の授業時間は18:30〜21:00ですから、会社帰りでも無理なく受講できます。

周囲の評判がとても良かったことと、通関業

務を知り尽くした方々が講師をされていると

いうことで関税協会を選びました。当日の授

業で理解できなかった点はすぐに質問するよ

うにしていたのですが、やはりスペシャリストで

ある講師の方からのフィードバックは的確で、

安心感があります。疑問をその日のうちに消

化できるので、しっかり納得した上で次のテー

マに進むことができました。迅速なレスポンス

には本当に感謝しています。／伏谷 信行さん

第3科目（通関実務）の講習時間が増えました。

通関士養成 講 習 会
受講者の声

P11へ4/2
開 講

教育訓練給付制度
対象講座

独学で進めるのは不安がある。❶

疑問点はすぐに解決したい。❷

こんな人にオススメ！



7

日本関税協会のノウハウが凝縮された、信頼と伝統の講座で
す。工夫を凝らしたオリジナルのテキストと、ベテラン講師陣
による丁寧なフォロー体制がポイント。学校に通う時間がない
という方でも、しっかりとサポートします。

通信教育講座平成27年度

通関士養成 （教育訓練給付制度対象講座）

通
信
教
育
講
座

こんな人にオススメ！

独学で勉強を続けていく自信がない。❶

マイペースで勉強を進めたい。❷

学校に通う時間がない。❸

本講座のテキストや問題集を監修しているのは、主に税関研修
所の元教官。試験対策の指導実績が豊富で、通関実務にも詳し
いベテランぞろいです。スクー
ルによっては、通関士試験の合
格者が講師を務める場合もあ
りますが、本協会の講師陣はい
わば「先生の先生」。指導力に
は確たる自信を持っています。

試験と実務に精通した
「先生の先生」が指導1PO I N T

本講座では、6カ月の期間中に計7回
の課題に取り組みます。その課題と
は、通関士試験を熟知した講師陣が
試験官の視点に立って、前年の試験
直後から作成しているものです。毎回
各自に成績表とアドバイスが送付さ
れますので、自分の実力を把握しなが
ら学習に取り組むことができます。

7回の課題で実力を
把握しながら学習3PO I N T

2日間のスクーリングでは、通
常講義のほか学習調査票に基
づく対話方式による学習を取り
入れます。学習上の疑問点や問
題点を早期に解決することで
受講開始直後のモチベーション
を維持し、効果的な学習法を確
立することが主な目的です。

直接指導が受けられる初級者
のためのスクーリング（オプションA）5PO I N T

テキストを編集するにあたって私たちが
掲げたテーマは、「初学者でもスムーズ
に理解できる」ということ。フローチャー
トなどを多用し、難解な内容もかみくだ
いて繰り返し説明しているのもそのため
です。またテキストには学習到達目標を
設定し、自分の進捗度を意識しながら学
習を進められるようになっています。

初学者にも
わかりやすいテキスト2PO I N T

学習に関する疑問・質問のある時は、受講生専用ウェブサイ
トから「質問専用フォーム」に質問を入力して送信します。担
当講師が直接回答を返しますので、レスポンスが早く丁寧な
のが自慢です。受講生からの質問はデータベース化され、全
員の共有財産となります。他の受講生の質問を閲覧すること
で、より一層理解が深まります。「質問専用フォーム」による
質問回数は受講期間中20回までです。

一人一人の質問が
全員の共有財産に4PO I N T

第2科目（関税法等）までは合格
レベルに達する自信はあるけれ
ど、第3科目の突破にはまだ一歩
及ばない…という受講生のため
に、2日間の「特別答練（通関実
務）」を開講します。これまでの
知識を整理し、弱点の補強を万全
にして合格を引き寄せましょう。

通関実務を補強するための
特別答練（オプションB）6PO I N T

講師への質問は「質問専用フォーム」から！
※メール、FAX、電話での質問はできませんのでご注意ください。
　「質問専用フォーム」のご利用にあたってはインターネットの環境が必要です。

指導経験豊かなベテラン講師が多数在籍し
ています。（次年度講座検討会）

課題ごとに返送される成績表
で、自分の実力を把握し、学習ス
タイルを見直しましょう。

難解な法令をわかりやすく解説
したテキストです。
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毎回解きごたえのある課題だったので、コピーをして何度も解き直しました。
おかげで知識が定着したと思います。 ［平成25年度合格：S.Oさん］

こまめに課題提出の締切日があるので、勉強にメリハリがつきますし、
学習スケジュールが立てやすかったです。 ［平成25年度合格：D.Nさん］

講 座 内 容 受講期間：平成27年 4〜9月　申込締切：平成27年 4月7日火

実務経験豊かな講師陣による講義と教材が、受講生から高
い評価を得ている講座です。申告書、計算問題、関税評価、
品目分類、通関手続等の重要ポイントを短時間で学習し、試
験のツボを押さえます。厳選した演習問題と解説講義で本
試験直前の対策をしっかり確認して、ラストスパートに臨みま
しょう！

＜定　　員＞54名（先着順）
＜受 講 料＞14,040円（税込）
＜開 催 日＞8月8日（土）〜9日（日）／2日間
＜開催場所＞連合会館（東京）
＜会場地図＞裏表紙に記載

講座内容（課題：合計7回）

オリジナルテキスト（4冊）＋参考資料
●関税法・関税関係特例法
●関税定率法・関税暫定措置法・外国為替及び外国貿易法
●通関実務（輸出入申告・計算問題・品目分類）
●通関業法
●関税関係法令集
●通関士養成講座ガイドブック
●私の合格体験記

配付図書 今年は副教材が大幅に増えました！
●通関士試験問題・解説集（平成27年度版） ※4月配付予定

●ゼロからの申告書（平成27年度版）※5月配付予定 NEW！
●まるわかりノート（平成27年度版）※5月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／関税評価（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／計算問題（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／通関手続（平成26年度版）※4月配付予定 NEW！
※配付図書は、発行され次第順次発送いたします。

質問受付
●「質問専用フォーム」から受講期間中に20回までの質問が可能

その他
●受講生専用ウェブサイトを利用できます。

受講料

お得な早割料金をご利用ください
2015年2月16日（月）までにお申込いただきますと、早割料
金で受講することができます。

お申込方法
ホームページからお申込みください。
http://www.kanzei.or.jp/
※申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。

通
信
教
育
講
座

（税込）

講座対象科目

全科目 通関業法/関税法等/通関実務

早割
（2015/2/16迄のお申込）通常（一般）価格

64,800円 48,600円

テキストと配付教材（平成26年度版）

VOICE
先輩たちの声

回 講座内容 課題発送日 課題提出締切日
1 関税法等 4月22日（水） 5月  7日（木）
2 関税法等 5月20日（水） 6月  3日（水）
3 関税法等 5月20日（水） 6月  3日（水）
4 関税定率法等 6月24日（水） 7月  8日（水）
5 通関実務 6月24日（水） 7月  8日（水）
6 通関実務 7月22日（水） 8月  5日（水）
7 通関業法 7月22日（水） 8月  5日（水）

基礎知識を習得するための、初学者を対象とした講座です。
ベテラン講師の直接指導により自宅学習で生じた疑問を解
消し、効果的な学習方法を確立します。同じ目標を持つ受講
者との交流は励みにもなり、「その後のモチベーション維持
につながった」という参加者の声は数多く、受験経験のある
方にもおすすめです。

＜定　　員＞54名（先着順）
＜受 講 料＞9,720円（税込）
＜開 催 日＞4月25日（土）〜26日（日）／2日間
＜開催場所＞連合会館（東京）
＜会場地図＞裏表紙に記載

オプション講座A スクーリング 申込締切：平成27年 4月7日火

オプション講座B 特別答練（通関実務）申込締切：平成27年 4月7日火

※オプション講座のみの申込みはできませんので、必ず「通信教育講座」「ビデオ通
信教育講座」の申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追
加申込みは受け付けていませんのでご了承ください。

※オプション講座のみの申込みはできませんので、必ず「通信教育講座」「ビデオ通
信教育講座」の申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追
加申込みは受け付けていませんのでご了承ください。

詳しくは P13へ

詳しくは P13へ



第2科目（関税法等）までは合格レベルに達する自信はあるけれ
ど、第3科目の突破にはまだ一歩
及ばない…という受講生のため
に、2日間の「特別答練（通関実
務）」を開講します。これまでの
知識を整理し、弱点の補強を万全
にして合格を引き寄せましょう。
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ビデオ通信教育講座平成27年度

通関士養成
（教育訓練給付制度対象講座）

ビ
デ
オ
通
信
教
育
講
座

高い合格率を誇る通信教育講座と同じテキストと、単元ごとの
キーワードを収録したDVDを
使い、より理解を深められる講
座です。また、受講生専用ウェ
ブサイトなど、通信教育講座で
利用できるサポートシステムも
すべて受けることができます。

通信教育講座と講習会
両方の魅力1PO I N T

DVD教材には最近の出題傾向や
法令改正の内容が盛り込まれて
いますので、独学で合格を目指
す人にはとても効率が良い講座
です。苦手科目や改正のポイント
を繰り返し学ぶことで、試験に必
要な知識が確実に定着します。

最新の法令改正を
反映した改訂版DVD2PO I N T

DVDとテキストを使用する、五感をフルに使った講座です。
DVD講義の繰り返し視聴により、自分が納得するまでしっか
りとマイペースで学習できます。

こんな人にオススメ！

通うのはムリでも講義は聴きたい。❶

課題提出だけだと不安。❷講師への質問は「質問専用フォーム」から！
※メール、FAX、電話での質問はできませんのでご注意ください。
　「質問専用フォーム」のご利用にあたってはインターネットの環境が必要です。

2日間のスクーリングでは、通常講義のほか学習調査票に基づ
く対話方式による学習を取り
入れます。学習上の疑問点や問
題点を早期に解決することで
受講開始直後のモチベーショ
ンを維持し、効果的な学習法を
確立することが主な目的です。

直接指導が受けられる初級者
のためのスクーリング（オプションA）3PO I N T

通関実務を補強するための
特別答練（オプションB）4PO I N T

講義は明解なフリップを多用して説明してい

ますから、ご自身のペースでサブノートを取り

ながら受講することも可能です。通信教育

講座に比べて、テキストの他に講師の肉声で

詳細な解説を視聴できますので、初学者の

方にはこちらの講座をおすすめします。

こだわりの教材 第1巻 関税法Ⅰ（用語の定義等／船舶の入港手続／保税地域）
第2巻 関税法Ⅱ（保税運送／収容及び留置／輸出通関）
第3巻 関税法Ⅲ（AEO制度の概要／輸出申告の特例／輸入通関）
第4巻 関税法Ⅳ（特例申告／輸出してはならない貨物／輸入してはならない貨物）
第5巻 関税法Ⅴ（認定通関業者／AEO制度のまとめ／郵便物の通関手続／課税物件確定の時期）
第6巻 関税法Ⅵ（関税の確定方式／関税の納付と徴収）

第7巻 関税法Ⅶ／関税関係特例法（附帯税、関税の賦課権・徴収権、不服申立て、罰則／
NACCS法、コンテナー法、ATA特例法）

第8巻 関税定率法Ⅰ（関税率／関税率表の解釈に関する通則／課税価格の決定方法）
第9巻 関税定率法Ⅱ（課税価格の決定方法の例外／特殊関税／減免税）
第10巻 関税定率法Ⅲ（減免税）
第11巻 関税暫定措置法／外為法Ⅰ（特恵関税／輸出規制）
第12巻 外為法Ⅱ／通関業法Ⅰ（輸入規制／通関業法の目的・定義、通関業の許可）
第13巻 通関業法Ⅱ（通関業者の許可／義務／通関士／監督処分・懲戒処分）
第14巻 通関実務Ⅰ（輸出申告／輸入申告）
第15巻 通関実務Ⅱ（関税額に関する計算問題／課税価格の計算問題／品目分類）

まとめノート 講義で使用した図表を収録したCD-ROM（1枚）
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講 座 内 容 受講期間：平成27年 4〜9月　申込締切：平成27年 4月7日火
講座内容（課題：合計7回）

DVD+オリジナルテキスト（4冊）＋参考資料
●DVD全15枚（1枚当たり約2時間。）

●CD１枚（講義で使用した図表を収録した「まとめノート」です。）

●関税法・関税関係特例法
●関税定率法・関税暫定措置法・外国為替及び外国貿易法
●通関実務（輸出入申告・計算問題・品目分類）
●通関業法
●関税関係法令集
●通関士養成講座ガイドブック
●私の合格体験記

配付図書 今年は副教材が大幅に増えました！
●通関士試験問題・解説集（平成27年度版） ※4月配付予定

●ゼロからの申告書（平成27年度版）※5月配付予定 NEW！
●まるわかりノート（平成27年度版）※5月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／関税評価（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／計算問題（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／通関手続（平成26年度版）※4月配付予定 NEW！
※配付図書は、発行され次第順次発送いたします。

質問受付
●「質問専用フォーム」から受講期間中に20回までの質問が可能

その他
●受講生専用ウェブサイトを利用できます。

受講料

ビ
デ
オ
通
信
教
育
講
座

テキストと配付教材（平成26年度版）

回 講座内容 課題発送日 課題提出締切日
1 関税法等 4月22日（水） 5月  7日（木）
2 関税法等 5月20日（水） 6月  3日（水）
3 関税法等 5月20日（水） 6月  3日（水）
4 関税定率法等 6月24日（水） 7月  8日（水）
5 通関実務 6月24日（水） 7月  8日（水）
6 通関実務 7月22日（水） 8月  5日（水）
7 通関業法 7月22日（水） 8月  5日（水）

（税込）

講座対象科目

全科目 通関業法/関税法等/通関実務

早割
（2015/2/16迄のお申込）通常（一般）価格

139,320円 104,490円

DVDを見る→テキストを読む→問題集を解くという流れで、
理解を深めることができました。 ［平成25年度合格：Y.Tさん］

他の方の質問を見ることができる「質問倉庫データベース」が
とても参考になりました。　　　　 ［平成25年度合格：H.Hさん］

VOICE
先輩たちの声

お申込方法
ホームページからお申込みください。
http://www.kanzei.or.jp/
※申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。

実務経験豊かな講師陣による講義と教材が、受講生から高
い評価を得ている講座です。申告書、計算問題、関税評価、
分類、通関手続等の重要ポイントを短時間で学習し、試験の
ツボを押さえます。厳選した演習問題と解説講義で本試験直
前の対策をしっかり確認して、ラストスパートに臨みましょう！

基礎知識を習得するための、初学者を対象とした講座です。
ベテラン講師の直接指導により自宅学習で生じた疑問を解
消し、効果的な学習方法を確立します。同じ目標を持つ受講
者との交流は励みにもなり、「その後のモチベーション維持
につながった」という参加者の声は数多く、受験経験のある
方にもおすすめです。

オプション講座A スクーリング 申込締切：平成27年 4月7日火

オプション講座B 特別答練（通関実務）申込締切：平成27年 4月7日火

詳しくは P13へ

詳しくは P13へ

＜定　　員＞54名（先着順）
＜受 講 料＞14,040円（税込）
＜開 催 日＞8月8日（土）〜9日（日）／2日間
＜開催場所＞連合会館（東京）
＜会場地図＞裏表紙に記載

＜定　　員＞54名（先着順）
＜受 講 料＞9,720円（税込）
＜開 催 日＞4月25日（土）〜26日（日）／2日間
＜開催場所＞連合会館（東京）
＜会場地図＞裏表紙に記載
※オプション講座のみの申込みはできませんので、必ず「通信教育講座」「ビデオ通

信教育講座」の申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追
加申込みは受け付けていませんのでご了承ください。

※オプション講座のみの申込みはできませんので、必ず「通信教育講座」「ビデオ通
信教育講座」の申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追
加申込みは受け付けていませんのでご了承ください。
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通関士試験を知り尽くしたベテラン講師陣から直接ノウハウを
教わることができます。詰め込み型の講義ではなく、単元ごとに
理解を深めながら進みます。今年は難関科目の「通関実務」に
対応するための特別答練をカリキュラムに組み入れました。

講 習 会平成27年度

通関士養成 （教育訓練給付制度対象講座）

講

習

会

日本関税協会が擁する実力派講師陣が、直接指導する講座で
す。当協会には元税関研修所教官という経歴を持つ講師が多数
在籍しており、各講師が得意分野ごとに分かれて受講生を指導
しています。その道のエキスパートを育て上げる「先生の先生」
が受講生をサポート。試験と実務の双方に詳しい講師が、これほ
ど完全に揃っているスクールは極めてまれで、本協会ならでは
の恵まれた学習環境です。授業では、講師陣の熱弁にいつの間
にか引き込まれ、知らず知らずのうちに知識が身に付きます。

実力派講師陣が
得意分野ごとに指導1PO I N T

講習時間は、平日の午後6時30分から9時までの2時間30分。講
義に集中できる時間配分です。実践力を養うフォローアップ演習
は、土曜日に設定しています。また、会場は交通アクセスのよい神
田駿河台。東京メトロをはじめ、4駅を利用することができます。

社会人でもムリなく
通学できる時間設定2PO I N T

毎年受講生から好評を得ている「特別答練（通関実務）」を今年から本
コースのカリキュラムに組み入れました。かなりの勉強時間を費やして
いるが合格点に至らない、最難関の通関実務にはプレッシャーがある、初
めての受験で不安がある…という受講生の要望に応え、ベテラン講師が
きっちりと指導。内容と狙いは、①問題（通関実務）の実施/通関実務の
留意点の解説、②班別編成の意見交換による受講者同士の知恵の相互
活用、③能力に合わせた学習対策を示し、合格を引き寄せることです。

直前で最大限の効果を引き出す
「特別答練（通関実務）」3PO I N T

講師への質問は「質問専用フォーム」から！
※メール、FAX、電話での質問はできませんのでご注意ください。
　「質問専用フォーム」のご利用にあたってはインターネットの環境が必要です。

通常講義のほかに、問題を解くための実践力を養うフォローアップ演習と実務答練をカリキュラム
に編成。本試験で得点につながる実力を身につけます。

日本で最初の通関士養成講座としてスタートした日本関税協
会の講座は、通関士を目指す受験生から40年以上にわたって
支持され続けてきました。私たちがそれだけの支持を獲得でき
た理由の一つは、講座自体の確かなクオリティ。講師、教材、サ
ポート体制のすべてにおいて、高い評価を得ています。

講師から受講生へのメッセージ

國枝 丈記 氏

吉田 晴信 氏

木村 徹 氏

集中力で駆け抜けて。

完璧を目指すことはありません。基本からスタートしましょう。

冬には笑顔で合格通知をゲットしよう！

受講生から選ばれ続けてきた理由があります！

講習では基本的な骨組みを理解してもら
えるよう努めます。法律の話ですから文章
だけでは理解しにくい箇所は、背景をお話
しすることで、頭に入りやすいよう工夫しま
す。後は、とにかく集中力！街で洋服を見
たら、「輸入時には…」と、日頃から頭の中
で論理を組み立てる習慣を身に付け、試験
まで駆け抜けてください。

通関士試験に挑戦するあなたの心意気を買
います。一度決めたのですから、あきらめずに
走り続けてください。ゴールであなたを待っ
ています。心が折れそうになったら、「合格基
準は、半分と少しの60％。完全を目指すこと
はない」と考えてみてください。気が楽になり
ませんか？ そうなればシメたもの。Yes, you 
can! 基本の積み重ねから始めましょう。

試験を攻略するコツは、まず自分の勉強ス
タイルを確立すること。これがぶれると、何
をするべきか迷ってしまいます。次に、気を
抜かないで繰り返し覚え、確実に身に付け
てください。そして最後に、楽しんで勉強す
ること。講師や仲間に相談しながらモチベ
ーションを保ち、2015年の冬には笑顔で
合格通知をゲットしましょう！

こんな人にオススメ！

通関実務を突破したい。

❶独学で進めるのは不安がある。
❷疑問点はすぐに解決したい。
❸
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最低限の内容をしっかり押さえた、
エッセンスが絞り込まれているテキストだと思います。  ［平成25年度合格：伏谷 信行さん］

講師の方々の温かい言葉や、受講生との交流には本当に励まされました。
感謝の気持ちでいっぱいです。　　　　 ［平成25年度合格：佐藤 香織さん］

講 座 内 容 受講期間：平成27年 4〜9月　申込締切：平成27年 3月31日火

講座内容
●通常講義：22回
●フォローアップ・演習：4回
●通関実務特別答練：2回
●平成27年度全国通関士模試（会場受験）：1回 14ページへ➡

オリジナルテキスト（4冊）＋参考資料
●関税法・関税関係特例法
●関税定率法・関税暫定措置法・外国為替及び外国貿易法
●通関実務（輸出入申告・計算問題・品目分類）
●通関業法
●関税関係法令集
●担当講師が作成するオリジナル資料
●通関士養成講座ガイドブック
●私の合格体験記

配付図書 今年は副教材が大幅に増えました！
●通関士試験問題・解説集（平成27年度版） ※4月配付予定

●ゼロからの申告書（平成27年度版） ※5月配付予定

●まるわかりノート（平成27年度版） ※5月配付予定

●補習シリーズドリル／関税評価（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／計算問題（平成27年度版）※4月配付予定 NEW！
●補習シリーズドリル／通関手続（平成26年度版）※4月配付予定 NEW！
※配付図書は、発行され次第順次発送いたします。

定員 54名（定員に達し次第締切）

質問受付
●講習会で直接講師に質問
●「質問専用フォーム」から受講期間中に20回までの質問が可能

その他
●受講料には、平成27年度全国通関士模試（会場受験）の受

験料が含まれています。
●受講生専用ウェブサイトを利用できます。

講習会場
●連合会館　住所：東京都千代田区神田駿河台3-2-11
　※会場地図は裏表紙に記載

受講料

お得な早割料金をご利用ください
2015年2月16日（月）までにお申込いただきますと、早割料
金で受講することができます。

お申込方法
ホームページからお申込みください。
http://www.kanzei.or.jp/
※申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。

講

習

会VOICE
先輩たちの声

回 日付 講義内容

1 4月  2日（木） 開講案内/入門者用基本講座

2 4月  7日（火） 関税法（総則・保税制度）

3 4月  9日（木） 関税法（保税制度、不服申立て、罰則）

4 4月14日（火） 関税法（輸出通関制度）

5 4月16日（木） 関税法（輸入通関制度）

6 4月21日（火） 関税法（輸出入してはならない貨物）

7 4月23日（木） 関税法（AEO、郵便物）、関税関係特例法

8 5月9日（土） 演習Ⅰ（総則、保税、輸出入通関）第1回分類小テスト

9 5月12日（火） 関税法（関税の確定、納付、徴収等）

10 5月14日（木） 関税法（関税の確定、納付、徴収等）

11 5月19日（火） 関税定率法（課税価格の決定）

12 5月21日（木） 関税定率法（課税価格の決定）

13 5月30日（土） 演習Ⅱ（税法、定率（課税価格）、計算）前期テスト、第2回分類小テスト

14 6月  2日（火） 通則/品目分類（部、類、項、号注の説明）

15 6月  4日（木） 品目分類

回 日付 講義内容

16 6月  9日（火） 関税定率法（減免税）

17 6月11日（木） 外為法（輸出入貿易管理令）

18 6月16日（火） 関税定率法（税率等、特殊関税）

19 6月23日（火） 関税暫定措置法（特恵関税等）

20 6月27日（土） 演習Ⅲ（定率、暫定、外為、分類）第3回分類小テスト

21 7月  2日（木） 輸出入申告書作成要領/試験制度の説明

22 7月  9日（木） 輸出入申告書作成要領

23 7月14日（火） 通関業法

24 7月16日（木） 通関業法

25 7月18日（土） 演習Ⅳ（輸出入申告書、通関業法）後期テスト、第4回分類小テスト

26 8月  1日（土） 通関実務 特別答練Ⅰ

27 8月23日（日） 第16回全国通関士模試

28 9月  3日（木） 合格のための必須ポイント、攻略

29 9月12日（土） 通関実務 特別答練Ⅱ

（税込）

講座対象科目

全科目 通関業法/関税法等/通関実務

早割
（2015/2/16迄のお申込）通常（一般）価格

165,240円 123,930円
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オ
プ
シ
ョ
ン
講
座
の
ご
案
内

「通信教育講座」「ビデオ通信教育講座」受講生の方向けに、
2つのオプション講座をご用意しました。合格を確実なものにす
るために、ぜひご参加ください。
※オプション講座のみの申し込みはできませんので、必ず「通信教育講座」「ビデオ通信教育講座」の

申込時に併せてお申し込みください。オプション講座の後日の追加申込みは受け付けていませんの
でご了承ください。

オプション講座のご案内

2日間の
集中講義

学習効率が
格段に
アップ

2日間の
集中講義

試験の
ツボを
押さえる

日付 講座内容

4月25日（土）
9：30〜17：30

午前：講義（関税法）
午後：講義（関税定率法等）
　　  班別学習（知恵の相互学習等）

4月26日（日）
9：30〜17：30

午前：講義（通関実務）
午後：講義（通関実務、通関業法）
　　  講義（学習の進め方、記憶法等）

日付 講座内容

8月8日（土）
9：30〜17：30

午前：通関実務特別答練（90分）
　　  答練解説
午後：答練解説の続き
　　  班別学習（知恵の相互学習等）

8月9日（日）
9：30〜17：30

午前：講義（通関実務）
午後：講義（通関実務）
　　  講義（必須知識と留意事項、
　　  終盤の学習対策）

＜目的＞
❶専門講師による講義や質疑で、主要分野の基礎知識を習得すること
❷幅広い試験範囲を効率的に学習するための計画や記憶法等を習得すること
❸班別学習を通じて知恵や悩みを交換し、今後の自宅学習に活かすこと

初回合格を目指す初学者のための

スクーリング

＜目的＞
❶実務の問題に本試験の条件下でトライして、本番同様の経験をすること
❷通関実務の重要な知識について、対面方式で講義を受け理解を深めること
❸通関士合格に向けて学習する者同志で意思疎通し、知識を相互に活用すること

最難関科目“通関実務”を突破して、合格を確実にするための

特別答練

＜講座内容＞
自宅学習で生じた「わからない」を早めに解
決し、効果的な学習方法を確立します。

＜講座内容＞
試験における重要なポイントを短時間で
効率良く学び、難関突破を目指します。

＜受講者の声＞
●試験の全体像を把握する良い機会でした。

（40代 男性）

●電卓の略式計算法がとても役に立ちました。
（20代 男性）

●同じ目標を持つ方 と々話すことで、
　モチべーションが上がりました!　（20代 女性）

＜受講者の声＞
●計算方法のコツを掴むことができたので、
　苦手意識を克服できそうです。 （40代 男性）

●配付資料がとても良くまとめられていて、
　原理原則等のポイントを押さえることが
　できました。 （30代 女性）

●今日から試験までの学習の進め方が
　しっかりと頭に入りました。 （20代 女性）

通信教育講座・ビデオ通信教育講座の受講生限定

真剣な班別学習
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全
国
通
関
士
模
試
の
ご
案
内

今まで勉強してきた内容でモレはないか、時間内に問題が解けるかどうかなど、
この模試でしっかり確認しておきましょう。

※上記会場受験のほかにも、各企業・学校などで5名以上の受験者がいて、試験監督官をご用意いただける
場合には、勤務先や学校などでの「会社受験」も可能です。

例年全国規模で行われる「全国通関士模試」
を受験できなかった受験生、勉強の進度が遅れ
気味だった受験生、現

い ま

在の自分の実力を把握し
たい受験生、それらすべての受験生の期待に応
えるオンライン模試は、ご都合のいい日、いい時
間に受験することが可能です。試験結果や成
績表などがその場で確認できる上、解答時間を
測れるタイマー機能も付いています。また、公開
前には2年分の過去問にもチャレンジしていただ
けます。ホームページからお申込みください。
http://www.kanzei.or.jp/

札幌・仙台・新潟・東京・横浜・静岡・名古屋・
大阪・神戸・広島・福岡・那覇

開催都市

平成27年4月中旬
（詳細が決まり次第、ホームページでご案内いたします。）

申込受付開始

「全国通関士模試」は毎年8月に行われます。会場で、本番さなが
らの緊張感ある雰囲気を体験しておきましょう。
そして、本格的な演習を通して実力を測定できるオンライン模試
が、追い込み学習の質を高めます。「より多くの問題に早めに取
り組んでおきたい」という受験生のご要望に応え、2年分の過去
問題を4月から公開します。

今年も全国12都市で開催！

たっぷり2年分の過去問題にもチャレンジできる!!

平成27年度・通関士模試のご案内

全国通関士模試平成27年度
第16回

6,480円（税込）平成27年8月23日日

オンライン通関士模試
5,400円（税込）公開期間：9月3日（木）午前10時〜

全国
12都市で
開催

会社（学校）
で受験も

（※）

期間中
何度でも
受験可能

過去問にも
チャレンジ

問題・解説の
プリントも
OK

本試験の
前々日まで
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連合会館

公益財団法人 日本関税協会 教育・セミナーグループ 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4-2 日専連朝日生命ビル6階
http://www.kanzei.or.jp/

東京と横浜で、予約不要の無料講座ガイダンスを開催します。講座
の詳しい内容を知りたいという方はお気軽にご参加ください。講師、
協会スタッフによる講座の詳細な説明や学習方法、通関士試験に
関する質疑応答はもちろん、分類の覚え方、電卓の効果的な利用
方法など試験に役に立つ情報もご紹介いたします。老舗の講座だ
からこそお話しできる「傾向と対策」を、ぜひ掴みに来てください。
★参加者全員に、「第48回通関士試験問題と解答解説（貿易と関税
2014年12月号）」を差し上げます！

通関士養成各種講座
無料ガイダンス

●日　　 時： 平成26年12月17日（水） 19:00〜
　　　　　  平成27年  2月  1日（日） 10：00〜 13：00〜 15：00〜
     2月14日（土） 10：00〜 13：00〜 15：00〜
     3月  4日（水） 19:00〜
●会　　  場： 連合会館／東京都千代田区神田駿河台3-2-11
●当日連絡先： 080-3601-5282　

●日　　  時： 平成27年1月17日（土） 10：30〜 13：30〜
●会　　  場： TKP横浜ビジネスセンター（横浜駅西口徒歩5分）
  神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 SYビル7F
●当日連絡先： 080-3601-5282　

※各回とも1時間30分程度です。最寄り駅からのアクセス等については、各会場のホームページでご確認ください。

予約不要！

東京会場 横浜会場
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●受験資格　学歴、年齢、経歴、国籍等についての制限はありません。

●試験科目

※上記試験概要は、前回（第48回）の通関士試験の公示内容の一部です。 平成27年度の試験要項は、財務省税関のホームページでご確認ください。（平成27年7月1日頃公示予定）

●合格基準　各科目ごとの合計得点が、満点の60％以上

科　　　　　目 出 題 形 式 ・ 配 点 時　間

通関業法 選択式 語句選択式 5問（25点）
50分複数肢選択式 5問（  5点）

択一式 10問（10点）

関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び
外国為替及び外国貿易法（同法第6章に係る部分に限る。）

選択式 語句選択式 5問（25点）
100分複数肢選択式 10問（10点）

択一式 15問（15点）

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

輸出・輸入申告 輸出申告 1問（  5点）

90分
輸入申告 1問（10点）

選択式 計算式 5問（  5点）
複数肢選択式 5問（  5点）

択一式 5問（  5点）

通関士試験概要

●通関士の仕事とは？
●通関士試験のポイント
●あなたに合った講座選び
●第48回通関士試験合格者による合格体験スピーチ

●受験の心がけ
●合格に向けての勉強法
●Q&A

これから通関士試験
合格を目指す方のための
ガイダンスです。


