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客様負担となります。
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QRコードを読み込んで申込みページにアクセスしていた
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日本関税協会の図書は下記URLまたは右記QRコードからご注文いただけます。
URL ▶ https://ws.formzu.net/fgen/S37638629/
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雑誌等（月刊・週刊）
日々改正される「貿易・通関手続」関連の最新情報をお届けいたします。
貿易・通関を取り巻く環境は日々変わり続けています。国内外の経済問題、貿易自由化交
渉をはじめ、通関制度・手続等の最新の内容を知ることは非常に重要です。また、日々の
法改正、通達改正についても、週刊で改正情報をお届けいたします。

貿易と関税（月刊）
定価880円（本体800円＋税10％）／送料95円／B5判約96頁／１年間購読料11,700円（送料・税込）
ISSN：0406-4984 雑誌コード：08083
国際貿易問題から貿易・通関実務まで広く網羅

国際貿易問題から関税政策、通関制度・手続まで、貿易や国際経済に関する話題を幅広く取り扱う専

門誌です。EPA等の貿易自由化交渉、税関・通関手続に関する話題など、貿易・通商、貿易実務のト
レンドをおさえ、さらに知的財産侵害物品の水際取締等についても紹介。執筆陣もその分野のスペシ
ャリストを揃え、これらの問題を多角的な視点から掘り下げ、検証しています。※特集号など特別定
価になることもあります。

【会員配付】

関税週報（週刊）＊
定価255円（本体232円＋税10％）／送料71円／B5判／毎週金曜日発行
関税関係の法令を毎週フォロー

関税政策関連記事はもちろん、財務省関連の条約、法律、政令、省令、告示、通ちょう、公示等や他
省庁所管の輸出入に関する法令をフォローしています。

また、資料では品目分類の決定に必要な「税番別品目分類インデックス」、各税関の貿易概況、知的
財産侵害物品のリスト等を掲載しています。※特集号など特別定価になることもあります。

＊関税週報はWebからでもご覧いただけます。※当協会賛助会員は無償でご利用いただけます。
■KanPress

『関税週報』に掲載の記事内容をホームページでご覧いたけます。
（主な機能）

・直近３年のデータベース検索が可能

・記事種別検索に加え、年月検索と全文検索が可能

（ご利用料金）

・《KanPress》

… 年間利用料 13,260円（税込）

・《KanPress》＋『関税週報』

… 年間利用料・購読料 19,604円（送料・税込）
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貿易統計
輸出入動向を詳細に把握することによって、ビジネスチャンスがさらに広がります。
「財務省貿易統計」は、輸出入申告書のデータを元としていることから、非常に正確な統
計資料です。国際収支統計など各種経済統計の基礎資料となっているほか、国連やOECD
等の国際機関でも使用されるなど国際的にも信頼されています。貿易統計を効果的に活
用されることをお勧めいたします。

外国貿易概況（月刊・日英両文）
定価3,476円（本体3,160円＋税10％）／送料103円／B5判約164頁／１年間購読料42,948円（送料・税込）
ISSN：0448-6099
日本の各業種ごとの貿易動向にはこの１冊！

本書は、HS9桁による統計（前記『日本貿易月表』）を概況分類（HSに準拠した輸出入統計品目表及

びSITC分類、日本産業分類などを参考にして作成されたもの）に基づいて集計したもので、日本の貿
易動向を様々な視点から多角的に把握することができます。

集計の主な項目として、輸出入総額表、地域国別輸出入額表、品別輸出入、貿易指数などが挙げられ
ます。

日本貿易統計年報（2021年版／品別国別編）
定価30,800円（本体28,000円＋税10％）／送料無料／B5判1,420頁
2022年12月14日発行／ISBN：978-4-88895-492-1 C3033／ISSN：2758-4534
11月公表の前年の貿易統計の確定値を使用し、HS９桁品目ごとにその相手国を内訳として収録！

我が国で最も詳細な輸出入貿易統計として、統計品目番号９桁に分類される輸出入全品目についてそ
れぞれ相手国別に数量・価額を掲載しており、品目ごとにどのような国と取引があるのかが一覧とな
っています。

【本書の主な構成】
・年別月別総額表
・国別輸出入額表

＜輸出編／輸入編＞

・輸出（入）品別表（部・類・項）

・輸出（入）品別国別表（９桁国別）

＜資料編＞輸出入額の推移、輸出入上位品目とその推移、上位品目の上位相手国、主な増減品目 etc.

日本貿易統計年報（2021年版／国別品別編）
定価44,000円（本体40,000円＋税10％）／送料無料／A4判1,560頁
2022年12月21日発行／ISBN：978-4-88895-493-8 C3033／ISSN：2758-4542
11月公表の前年の貿易統計の確定値を使用し、相手国ごとにHS９桁品目を内訳として収録！

輸出入相手国ごとの貿易統計を統計品目番号９桁に分類される輸出入品目別に数量・価格を掲載して
おり、日本と相手国の間でどのような品目がどれだけ輸出入されているのかが一覧となっています。

【本書の主な構成】
・年別月別総額表
・国別輸出入額表

＜輸出編／輸入編＞

・輸出(入)国別品別表（国別９桁）
＜附録＞輸出(入)統計品目表

＜資料編＞輸出入額の推移、輸出入額上位相手国とその推移、上位相手国の上位品目 etc.
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日本貿易月表（品別国別編）／日本貿易月表（国別品別編）
品別国別編（B5判）

定価：１～３月＝各20,900円（本体19,000円＋税）／４～６月＝各23,100円（本体21,000円＋税）／
７～９月＝各26,400円（本体24,000円＋税）／10～12月＝各本体30,800円（本体28,000円＋税）
１年間購読料250,800円（送料共・税込）※国別品別編は含みません。／ISSN：0910-3007
国別品別編（B5判） 定価：44,000円（本体40,000円＋税） ※国別品別編は年１冊集計号のみの発行となります。
「品別国別編」（月刊）では以下のような統計品目番号ごとにまとめた詳細な貿易統計を掲載。
・品別表：HSコード４桁の品目ごとの価額を掲載

・品別国別表：HSコード９桁の全品目について、国別に数量と価額を掲載
・国別表：国別にそれぞれの価額を集計

「国別品別編」（年刊）では以下のような国・地域ごとにまとめた詳細な貿易統計を掲載
・国別品別表：国・地域別に実績のある９桁の統計品目番号と数量・価額を掲載
・統計品目表：統計品目番号に対応する品名を和欧文で掲載

【注意：月刊での発行の取止めについて】
【廃刊】

『日本貿易月表（品別国別編）』は１～11月号の発行を取り止め、『日本貿易月表（品別国別編）』お

よび『日本貿易月表（国別品別編）』の12月号については、翌年12月頃の発行予定となります。また、
月刊での発行取止めにより書籍名も『日本貿易統計年報』に変更となりました。

5

日本関税協会

図書目録 2022年12月21日現在

関税率／統計品目番号
輸出入貨物は、統計品目番号に分類して申告しなければなりません。
商品を輸出入するには、その商品を統計品目番号に分類して税関に申告しなければなり
ません。その分類を表した品目表、関税率表はもちろんのこと、分類に必要な解説書もご
用意しています。さらに、それらすべての書籍を収録したCD-ROMも大好評です。

実行関税率表（2022年度版／日英両文）
定価26,400円（本体24,000円＋税10％）／送料810円／A4判1,312頁
2022年４月１日発行／ISBN：978-4-88895-482-2 C2033
輸入申告に必要な分類と関税率を掲載

輸入申告において、貨物を分類するために記載を要する品名・品目番号及び税率（基本、協定、特恵、
暫定）と取扱単位を一覧できるように掲載しています。その他、注書では、各品目に係る固有の法律
について、その名称を表示しています。

また、各国の産品について、特恵税率など、適用される関税の種別が一目でわかる適用状況表をはじ

め、TPP11（CPTTP）、日EU EPA等の各種EPAの税率を一覧表としたEPAタリフデータの掲載など、
税関での手続において必要となる各種情報をもれなく収録しています。

【会員配付】

実行関税率表2022年度版追補
定価286円（本体260円＋税10％）／送料215円／A4判48頁
2022年12月21日発行／ISBN：978-4-88895-495-2 C2033
2023年輸入統計品目表改正対応

本書は、2023年の輸入統計品目表改正による変更箇所を抜粋した“追補”です。2023年１月１日から

適用される品目番号、品名（Description）、関税率等を掲載しています。
※『実行関税率表 2022年度版』と併せてご利用ください。

関税率表解説（上・下巻一組／加除式台本）
定価20,900円（本体19,000円＋税10％）／送料実費／B5判
※書店での取扱いはいたしません。直接当協会までご注文下さい。
品目の分類を詳しく解説

本書は、WCOのHS分類のExplanatory Notesに基づいて、日本の関税率表の解釈ルール・定義、原則
を体系的に明確にし、かつ部注、類注および品目番号の範囲と内容を詳細に解説し、当該品目番号に
含まれる商品の解説（商品の成分、形状、用途等）と具体的な商品名が記されています。

年１～２回行われる改正事項を反映した追録（有料）をご利用いただくことで、常に最新の情報を手
元に持つことができます。
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関税分類例規集（加除式台本）
定価7,150円（本体6,500円＋税10％）／送料810円／B5判
※書店での取扱いはいたしません。直接当協会までご注文下さい。
『関税率表解説』では品目番号が特定できない場合に。

HS分類で疑義がある品目の取扱いを、国際分類例規と国内分類例規としてそれぞれまとめ、関税率表
の分類についての通達（分類例規）及び分類事例を収録しています。

部、類、項、号の商品を解説し、関税率表解説でも判別できない品目の分類が例規集によって最終的
に決定できます。『関税率表解説』と併せてご利用下さい。

年１～２回行われる改正事項を反映した追録（有料）をご利用いただくことで、常に最新の情報を手
元に持つことができます。

輸出統計品目表（2023年版／日英両文）
定価10,780円（本体9,800円＋税10％）／送料810円／B5判720頁
2022年12月21日発行／ISBN：978-4-88895-494-5 C2033
日本の輸出申告に必要な全分類名称を掲載

貿易実務における手続の際には、正しい品目分類が不可欠となります。本書は、輸出申告に必要な全

品目分類名称を日英両文で、また、国際的に共通な6桁番号と国内細分の３桁番号を合わせた９桁番号
を一覧の形式で表記した品目表です。また、各品目に適用される関税関係法令以外の法令についても
参考欄でフォローしています。さらに、附表として、貿易形態別符号表、船（機）籍符号表、税関符
号表等の資料を掲載しています。

【会員配付】

Zeirom2022（CD-ROM）
定価41,800円（本体38,000円＋税10％）／Windows 8.1/10対応
2022年４月１日発行／
※以前のバージョンをお持ちの方は、特別定価26,400円（本体24,000円＋税10％）
※書店での取扱いはいたしません。直接当協会までご注文下さい。
Zeiromはこんなに簡単・便利！

Zeiromは、『実行関税率表』、『輸出統計品目表』、『関税率表解説』、『関税分類例規集』、『NACCS
用品目コード表』、『税関事前教示該当品目情報』といった膨大な情報を１枚のCD-ROMに収録。
また、パソコンならではの検索機能によって目的の情報に素早くアクセスできます。

事前教示、化学品DB、索引を利用し、「化学名」での検索の他、CAS番号や化審法番号が参照できま
す。
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HS商品インデックス（改訂版）
定価2,530円（本体2,300円＋税10％）／送料360円／B5判300頁
2012年10月12日発行／ISBN：978-4-88895-354-2 C2033
HSコードが誰でも簡単に素早く探せる

HSコードに対応する品目名称は一般的な表現になっているものが少なく、品目の分類に慣れている方
でないと目的の商品のコード番号を確定するまで結構時間がかかります。本書は様々な商品に対応し
ているHSコードがスムーズに検索できるように、HSコードを探し出すためだけに編集された一冊で
す。

※「Harmonized Commodity Description and Coding System（商品の名称及び分類についての統一
システム）｣
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関税関係法令集・解説書
コンプライアンス体制整備には法律を熟知することが重要です。
近年、我が国ではAEO（認定事業者）制度が拡充していますが、その認定を受け、メリッ
トを得るためには、コンプライアンス（法令遵守）体制の整備が必須となっています。
いまや関税関係法令集は「難しい法律書」と避けることはできず、事業者が知っておかな
ければならない必読の書です。

関税六法（令和４年度版）
定価9,900円（本体9,000円＋税10％）／送料810円／A5判2,760頁
2022年８月22日発行／ISBN：978-4-88895-488-4 C3032
貿易円滑化のための税関手続の改善

本書は、関税法、関税定率法、関税暫定措置法、通関業法、外国為替及び外国貿易法、内国消費税関

連法規、輸出入の禁止及び制限関連法規、WTO関係条約といった貿易・通関手続に関する主要な法律
を網羅・収録しています。内容は原則として令和４年４月１日現在のものです。なお、令和４年度で

は、HS2022改正、ロシア等への輸出入禁止措置等、税関における水際取締りの強化、電子帳簿保存制
度の改正等を盛り込んでいます。貿易実務者必携の法令集です。

【会員配付】

関税関係基本通達集（令和４年度版）
定価10,230円（本体9,300円＋税10％）／送料810円／A5判上下巻2,266頁
2022年８月22日発行／ISBN：978-4-88895-489-1 C3032
法律だけでは分からない具体的な手続きを

基本の関税三法をはじめとする関税関係法令の基本通達、税関様式及び様式の記載要領を収録してい

ます。法律だけではわからない具体的な手続が明示されており、通関実務に携わる人すべてにとって
のバイブル的な存在となっています。

間違いのない手続のためにも最新版をお手元に置かれることをお勧めいたします。
※会員配付は、税関関係様式及び記載要領を除いた簡易版となります。

【会員配付】

関税関係個別通達集（令和４年度版）
定価6,820円（本体6,200円＋税10％）／送料810円／A5判1,088頁
2022年８月22日発行／ISBN：978-4-88895-490-7 C3032
各種制度の取扱い等に関する個別案件についての通達集

関税関係法令に関する基本通達以外の個別通達を収録しています。基本通達にも収まらない特殊事例
及び各種制度の具体的な手続等を知ることができます。新制度が次々と制定されている現在、その利
用価値は益々大きくなっており、関係者必携の一冊といえます。
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RCEPコンメンタール
定価6,930円（本体6,300円＋税10％）／送料360円／B5判288頁
2022年２月１日発行／ISBN：978-4-88895-480-8 C3032
中国・韓国との間の初のEPA。RCEP協定の全容を逐条解説！

RCEPは、経済規模、人口、域内貿易額ともに世界の約３割を占めるメガEPAであり、日本やこれらの
地域の経済成長に寄与することが期待されています。また、特に日本にとっては中国、韓国との間で

の初めてのEPAであることから、これら貿易量の多い両国との間で、より自由化され、よりハイレベ
ルな共通ルールが構築されることによって、いっそうの貿易の活性化が期待されています。

本書は、当協会で行われた「RCEP関税・貿易研究会」での研究成果をもとに、RCEPの各章の全体像
を俯瞰し、逐条解説を行い、さらに既存のEPAとの比較によって、本協定の全容を詳細に紐解きなが
ら、その特徴を明らかにします。本書を読み解くことによって、今後の日本の貿易政策やビジネス展
開を考えるにあたって、また、本協定を利用して輸出入される皆様にとっても、その法的根拠を確か
める上で役立つことを願ってやみません。

TPPコンメンタール
定価19,800円（本体18,000円＋税10％）／送料810円／B5判1,012頁
2019年６月27日発行／ISBN：978-4-88895-445-7 C3032
メガEPAのスタンダードともいえるTPP協定の全貌を逐条解説！

TPP自体は署名されたものの、アメリカの離脱によって発効には至っていませんが、貿易と投資の自

由化等、広範囲かつ高水準な貿易協定を実現すべく、アメリカ以外の11カ国で交渉を進め、CPTPPと
して発効しました。

本書では弊会発行『貿易と関税』誌連載の記事をアップデートし、TPPの各章と主要な関連文書の全

体像を俯瞰し、さらに逐条解説を行い、TPP11での凍結項目についても触れ、TPPの全貌を解き明か
します。

新訂

特殊関税コンメンタール

定価22,000円（本体20,000円＋税10％）／送料810円／A5判1,904頁
2014年１月10日発行／ISBN：978-4-88895-370-2 C3032
我が国の特殊関税制度を詳細に解説

特殊関税（不当廉売関税、相殺関税、緊急関税、報復関税）の種類・法令ごとに逐条解説をしていま

す。さらに参考資料として関係法令等の日英対訳を掲載。GATT/WTOの累次のラウンド交渉、EPAの
増加により、実行関税率が低水準になっているなか、特殊関税の役割は高まってきており、関連の知
識は、貿易関係者はもとより生産や物流に携わる方々にとっても必須のものとなっています。

EU新関税法（日英対訳）
定価4,180円（本体3,800円＋税10％）／送料310円／A5判300頁
2009年９月７日発行／ISBN：978-4-88895-323-8 C3032
新関税法によりさらなる物流の効率化、コスト削減が可能に！

2008年６月24日に発効したEUの新関税法（EC）No450/2008は、"Modernized Customs Code"と名
付けられているとおり、関税行政を新時代に適合するために制定されたもので、従来の関税法の改正
ではなく、サプライ・チェーンの効率化とそのセキュリティの確保等の新たな展開を踏まえ、全く新
しい関税法として制定されました。

本書は、左側に原文（英語）、右側に邦訳を併記した見開きの構成としており、原文と邦訳の対象を
容易にしています。また、巻末にはEU関税法の旧新対照表を掲載しています。
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関税関係法令集（日英対訳）
定価14,666円（本体13,333円＋税10％）／A4判
2012年３月30日発行
英文訳と原文の対照が簡単になりました。

本書は、『英文関税法規集』（JAPAN LAWS AND REGULATIONS CONCERNING CUSTOMS DUTIES

AND CUSTOMS PROCEDURES）（2002年10月刊行）の改訂版です。今回は、英文訳と原文（和文）
を必要に応じパラグラフ単位で対照できるようにしました。

【在庫なし】

関税法規精解（上・下巻）（改訂３版）
定価19,223円（本体17,476円＋税10％）／A5判上980頁・下780頁
1992年12月20日発行／ISBN：978-4-88895-145-6 C3032
難解な関税関係法規を解説

関税制度は、専門的、技術的であって、関係法令を読むだけでその十分な理解を得ることは容易では
ありません。本書が通関業界、貿易に関わる方々の通関実務の迅速、適正な遂行に役立つことを期待
します。

【在庫なし】
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通関士試験参考書
実績、信頼ともにNo.1の参考書で通関士試験合格を確実なものに！
50年以上にわたり通関士養成講座を開講している日本関税協会だからこその充実した内
容は他の追随を許しません。基本書、問題集、サブノート、そして実務経験のない受験生
が最も戸惑う申告書作成に特化したものまで、受験生必携の書を取り揃えています。

通関士試験の指針（2022年度版）
定価6,380円（本体5,800円＋税10％）／送料810円／A5判852頁
2022年４月12日発行／ISBN：978-4-88895-483-9 C3033
通関士試験受験生必携の基本的参考書！

通関業法や関税法など、試験科目となっている法規の各項目について丁寧に記述しています。学習者
が戸惑うような項目、法律を一読するだけでは意味が分からない箇所も、図表を用いてスッキリとし
た構成にし、受験者が法文を正確に理解することができるように編集しています。巻末には便利なイ
ンデックスがつき、輸出入関連用語を調べるにも適しています。また、『問題・解説集』との「相互
参照表」も掲載しています。

紙面もカラーで見やすく、語句選択式で出題されそうな箇所を赤色にしているので、添付のシートを
使うことで効率よく学習できます。

通関士試験問題・解説集（2022年度版）
定価4,070円（本体3,700円＋税10％）／送料810円／A5判822頁
2022年３月28日発行／ISBN：978-4-88895-481-7 C3033
合格への近道は必須問題・頻出問題の攻略！

「過去３年の本試験問題」編は、試験に出題されたそのままを収録し、詳細な解説をつけました。

「科目別順等」編は、過去約10年の試験問題を、科目別・項目別にまとめ出題頻度順に並び替えまし
た。また、必須問題を掲示し、必須問題を学習するだけで、６割程度の実力がつく内容となっており
ます。

「解答と解説」編は取り外しが可能でいっそう使いやすくなり、通関士を目指す方々のための実践的な
問題集となっています。

通関士試験 まるわかりノート 2022
定価4,070円（本体3,700円＋税10％）／送料310円／A5判378頁
2022年５月20日発行／ISBN：978-4-88895-487-7 C3033
初学者にも最後のまとめにも！

150余の豊富な例題・解説、解法のテクニック等を、原則として１テーマにつき見開き２頁でまとめて
おり、どのような事項が試験に出題されるかが把握できます。

また、語句選択式問題等で頻出する条文も巻末にまとめて掲載しています。

通関士試験対策を効果的に進めていただくために、これまでの参考書にない新基準「もっと手軽に、
簡単に。」をテーマに構成しています。本書を縦横無尽に読むことで、『通関士試験の指針』等で学
習した知識が整理できるでしょう。
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通関士試験 ゼロからの申告書 2022
定価3,300円（本体3,000円＋税10％）／送料360円／B5判452頁
2022年５月20日発行／ISBN：978-4-88895-486-0 C3033
申告書対策はこれ１冊でOK！

通関士試験で、通関業務を経験したことのない受験生にとってはイチバン頭を悩ませる「輸出入申告
書の作成」にスポットライトを当てた参考書です。実務経験がなくても、苦手意識を持つことなく解
答できるよう、ビジュアル的にわかりやすく解説しています。

輸出入それぞれ15題ずつのオリジナル練習問題を用意しており、まさにゼロから始めて、試験に合格
する力を養うことができます。

通関士試験補習シリーズ 関税評価ドリル 2022
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／送料310円／A5判280頁
2022年５月20日発行／ISBN：978-4-88895-484-6 C3033
本書は、過去10年の本試験問題を徹底的に分析した上で、「関税評価」を16の分野に整理し、さらに

それらを「Level１」から「Level 3」までの＜要点知識の確認＞と、「Level 4」「Level５」の＜本試
験レベル＞に分けました。「Level１」から「Level３」までの問題を繰り返し解くうちに、「現実支
払価格」や「加算要素」など、本試験問題が解ける知識が自然に身につくように編集されています。

なお、「Level３」に見られるように、選択肢がなく語句を記入させる問題は本試験にはありませんが、
問題への理解を深めてもらうため、本書では様々な切り口で作問してあります。

通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル 2022
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／送料310円／A5判266頁
2022年５月20日発行／ISBN：978-4-88895-485-3 C3033
本書は、過去10年の本試験問題を徹底的に分析した上で、出題分野を整理し､さらに未出題の問題も必
要に応じ追加し、平成29年１月１日から改正、施行された「加算税の見直し」に係る内容等からも新

たに問題を作成して、それらを難易度順に「Level 1」から「Level 5」までの5段階に分けました。ま
た、新たに税額計算のポイントを追加し、よりわかりやすくしました。ご自分のレベルに合わせて、
順次問題を繰り返すことで､自然に本試験問題も解ける知識が身につくように編集されています。

通関士試験補習シリーズ 通関手続ドリル 2019
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／送料310円／A5判280頁
2019年５月22日発行／ISBN：978-4-88895-442-6 C3033
本書に収載している通関手続問題は、過去の本試験を徹底的に分析し、その中でも特に重要度の高い
問題だけを厳選しました。内容を分野別に整理し、さらに、基礎的な確認レベルの問題から本試験レ
ベルの問題までを段階的に学習できるように、問題の配列順には徹底的にこだわりました。通関手続

分野の問題は、本試験の「関税法関係（２科目目）」でも配点ウェイトが高く、その比率は30％以上
を占めています。

【在庫なし】
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関税政策／関税制度／その他
HS品目分類・関税評価・保税などの各種関税制度を詳細に解説。
貨物のセキュリティ確保と迅速通関の両立が求められる今日、事業者にとってはAEOを
取得することが大きなメリットとなっています。コンプライアンスの確保のみならず、関
税率を確定する「品目分類」、課税価格を決定する「関税評価」などにも近年、ますます
重点が置かれています。

関税評価303（改訂8版）
定価3,300円（本体3,000円＋税10％）／送料810円／A5判656頁
2020年12月21日発行／ISBN：978-4-88895-466-2 C3033
正確な関税評価によってビジネスリスクを減らすことができます。

事後調査によって、関税評価の知識がないために過少申告加算税、延滞税等がかかると、予想外の費
用が発生することとなります。

しかしながら生産形態が多岐にわたる昨今においては関税評価を正確に理解・把握することは容易で
はありません。本書では難解な関税評価をできるだけ分かりやすく理解していただくために、前版か
ら解説を見直しました。

また、関連法令通達の条項名を付記し、巻末の「法令編」では改正された法令や基本通達にアップデ
ートしました。コンパクトな「関税評価六法」としてもご利用いただけます。

保税ハンドブック（改訂9版）
定価3,300円（本体3,000円＋税10％）／送料310円／A5判404頁
2022年10月４日発行／ISBN：978-4-88895-491-4 C3033
主な関係法令、基本通達、個別通達、様式も収録！

本書では、保税制度の概要、保税関係の細部にわたる具体的手続等を体系的に理解していただけるよ
うに分かりやすく解説しています。また、関係する法令、基本・個別通達及び税関様式等を可能な限
り収録しているので、携帯に便利な「保税関係法令集」としてもご利用いただけます。

今回の改訂においては、改訂8版発行以後に行われた関係法令・通達の改正事項を織り込み、内容を最
新のものにアップデートするとともに、通達と税関様式は本文とは別に［保税関係通達集］としてま
とめており、読みやすさと質の高さの両立を図っています。

AEOハンドブック
定価3,850円（本体3,500円＋税10％）／送料360円／A5判486頁／郡山清武・福田浩昌・松本敬
2021年７月27日発行／ISBN：978-4-88895-474-7 C3033

著

AEO制度の概要を詳細に解説。新通達もカバー！

2005年、WCOは貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された事業者を税関が認定するAEO
制度を策定し、現在世界の90以上の国・地域において導入されています。我が国では、2006年3月に
輸出者を対象としたAEO制度が導入され、その後順次対象を拡大し、国際物流におけるサプライチェ
ーンの安全確保と貿易の円滑化を実現する制度として整備されてきました。

我が国においても制度導入後15年が経過し、制度として成熟したものとなりつつある一方、その間の
国際物流環境の変化やAEO事業者の要望に対処する等の目的で、AEO制度も改正が加えられ、その運

用も年々改善されてまいりました。2021年３月31日には新通達「特例輸入者制度等の運営方針につい
て」が制定され、本年７月１日から実施されています。

本書では、関税法の各手続に分散して規定されているAEO関連法令・通達を分かりやすい形式でまと
めて掲載するとともに、新通達の内容も反映し、最新のAEO制度を詳細に解説しています。既にAEO

を取得している事業者の方には、自社の取り組みに対する確認書として、これからAEOを取得しよう
としている事業者の方にとっては、取得に向けた作業の手引書としてご活用いただける内容となって
おります。
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メガEPA原産地規則─自己申告制度に備えて─
定価2,970円（本体2,700円＋税10％）／送料310円／A5判352頁／今川 博・松本敬 著
2019年８月30日発行／ISBN：978-4-88895-449-5 C3032
自己申告制度に基づくメガEPA原産地規則への対応は万全ですか？

TPP11、日EU･EPAでは、原産性の証明において、輸出者、生産者又は輸入者による自己申告制度が

採用され、取扱う貨物が両EPAの原産地規則を満たすことを自ら証明し、その疎明資料を保管する義
務が課せられています。

本書は、両EPAの原産地規則の解説、原産地規則適用の基本となるHS品目表番号の決定の原則、原産
品申告書及び原産品申告明細書の作成方法等を掲載しております。

基礎から学ぶ貿易実務 日英対訳
定価2,970円（本体2,700円＋税10％）／送料310円／A5判296頁／曽我しのぶ
2020年７月３日発行／ISBN：978-4-88895-455-6 C3032

著

日英対訳で学ぶ貿易実務の基礎知識

いまや多くの事業者において、外国人スタッフが在職している中、国籍を問わずスタッフ全員で一緒
に貿易実務を基礎から学べることを目指し、本書は日英対訳としました、貿易実務の基礎知識として
ここでけは押さえておきたいというポイントをわかりやすくまとめています。

図解により体系的に全体像がつかめるように工夫されているので、取引の流れや、主要書類の役割な
どがすぐに理解でき、明日からでも実務の中で活用することができます。

付録として、本書に出てくる貿易取引の主要書類の書式も図版として掲載されています。

日米貿易協定─原産地規則の概要と実務─
定価2,420円（本体2,200円＋税10％）／送料310円／A5判200頁／今川 博 著
2020年８月25日発行／ISBN：978-4-88895-460-0 C3032
日米貿易協定の原産地規則を詳細に解説

本書では、まず日米貿易協定の原産地規則を逐条的に解説し、次に、輸入者のみによる自己申告制度
の実施上の留意点、我が国の輸出者が心得ておきたい米国の税関手続について解説しています。

自国制度の紹介だけでは完結しない輸出分野では未知の領域が多いのが実状ですが、本書では輸出に
関する情報を充実させ、日米貿易に携わる実務者の方々にとって、本協定の簡易手引書としてお使い
いただける内容となっています。

基礎から学ぶ 中国貿易実務
定価2,970円（本体2,700円＋税10％）／送料310円／A5判344頁／岩見辰彦 著
2019年３月22日発行／ISBN：978-4-88895-436-5 C3032
中国の貿易と通関、関連制度の活用法を、Q&Aを交えて分かりやすく解説！

中国は今や生産拠点のみならず、巨大市場としてもその存在感を増す一方で、中国との通関手続・貿
易取引は、日本とは異なる制度によって生じるトラブルや、「何が問題なのかよくわからない」とい
う悩みも絶えません。

本書では、対外貿易権から、中国税関の構造、加工貿易制度、保税制度の活用法に至るまで、中国取
引の全般を分かりやすく解説。付録に中国税関法の抄訳も掲載しました。
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税関概説
定価2,970円（本体2,700円＋税10％）／送料360円／A5判442頁／青木一郎 著
2018年２月27日発行／ISBN：978-4-88895-415-0 C3032
税関・関税の役割と全体像、そして「今」を解説！

TPP等でも主要なテーマとなっている関税。その関税を所掌する税関は、安全・安心の確保や貿易円
滑化をも使命とし、時代の要請に応えるべく多様な業務を展開しています。

本書は、関税制度や税関業務について、歴史的な沿革や制度の外延にも触れながら、平易に全体像を

解説しています。また、関係する条約や国際機関、AEO制度等による貿易円滑化の促進、経済連携協
定の活用方法等を紹介しています。

貿易関係者を始め、行政や教育研究関係への好適書です。

【在庫なし】

貿易の円滑化と関税政策の新たな展開
定価2,750円（本体2,500円＋税10％）／送料310円／A5判376頁／藤岡 博 著
2011年９月９日発行／ISBN：978-4-88895-345-0 C3032
WTO体制とWCO体制の国際行政法的分析

本書は、国境における貿易実務の円滑化という意味での「貿易の円滑化」（Trade Facilitation）につ

いて、
「貿易の円滑化」の中心的な担い手である税関分野を中心に、国際的な枠組みを律するWTO（世
界貿易機関）、WCO（世界税関機構）等における取組み、また、それら枠組みのもとでの日本税関の
取組みの双方を視野に入れ、制度及び実務の両面にわたり、現状及び課題を、関税局長を務めた筆者

のするどい視点で詳しく分析、解説。本書は『貿易と関税』誌の2009年12月号～2010年12月号までの
連載を元にとりまとめいたしました。

研究者・実務者を問わず、関税制度を学ぶ方、通商問題の研究に携わる方にぜひ読んでいただきたい
一冊です。

関税（品目）分類詳解【Ⅰ】
定価2,640円（本体2,400円＋税10％）／送料360円／A5判456頁／宮崎千秋 著
2013年６月28日発行／ISBN：978-4-88895-363-4 C3033

関税（品目）分類詳解【Ⅱ】

定価3,850円（本体3,500円＋税10％）／送料810円／A5判716頁／宮崎千秋 著
2018年６月５日発行／ISBN：978-4-88895-429-7 C3033
HS品目表の解釈を類毎に詳説。

【Ⅰ】では、総論として関税・品目分類のための一般的な事柄、HS品目表の解釈に関する通則等、分
類のルールを解説し、各論として、農水産物、食品関係を含む第１部から第５部までを類毎に詳細に

解説。【Ⅱ】では第６部から第10部までを同様に収録。貿易・通関業務にかかわる方はもちろん、通
関士試験の品目分類問題対策にも十分ご利用いただけます。
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変革期の関税制度
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／A5判256頁／青山幸恭
2009年１月20日発行／ISBN：978-4-88895-313-9 C3032

著

関税関係法の観点から関税政策と関税制度の変遷と全体像を分かりやすく解説し、近年のトピックや
他の政策との関係における関税政策と関税制度のあり方を探ります。

【在庫なし】

貿易実務入門
定価1,650円（本体1,500円＋税10％）／送料215円／A5判140頁／寺田一雄 著
2011年６月20日発行／ISBN：978-4-88895-341-2 C2063
貿易実務に関しては、まず本書から。

本書は、貿易実務に関する一通りの知識を身につけられるようになっています。また、ご自分の従事

されている業務分野以外の他分野の状況や制度については、それらの内容が基礎的なものであっても、
現在、従事されている業務への理解を深めることにつながります。

【在庫なし】

関税制度の新たな展開 ─関税法研究会とりまとめ─
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／送料360円／A4判236頁
2007年３月30日発行／ISBN：978-4-88895-293-4 C3332
財務省関税局監修のもと、これまでの関税制度の変遷を振り返り、今後、国際物流の安全と円滑化に
配慮し諸外国の制度とも調和した関税制度への見直し等の観点から、関税法の抱える課題を示してい
る参考書です。

通関手続（改訂4版）
定価5,720円（本体5,200円＋税10％）／A5判496頁
2001年７月23日発行／ISBN：978-4-88895-242-2 C3033
貿易実務の解説書として発行していた『輸出手続』と『輸入手続』を通関制度の改善に併せて統合し、
一冊の通関手続の解説書として体系的に取りまとめたものです。

【在庫なし】
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簡易申告制度の手引
定価1,540円（本体1,400円＋税10％）／A5判230頁
2001年２月20日発行／ISBN：978-4-88895-235-4 C3033
簡易申告制度は、貨物の引取申告と関税、消費税等の納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き
取ることができる制度で、輸入貨物の迅速かつ円滑な引取が可能となりました。

【在庫なし】

電算関係税関業務事務処理要領（平成23年版）
CD-ROM／定価16,500円（本体15,000円＋税10％）
2011年９月７日発行
「共通編」「航空編」「海上編」を１枚のCD-ROMに収録することで、相互間のリンクを可能。業務コ
ード表やインデックスからの検索はもちろんのこと、フリーワード検索機能も強化しています。

【絶版】

事例解説通関実務Q&A
定価3,300円（本体3,000円＋税10％）／A5判454頁
1999年７月20日発行／ISBN：978-4-88895-224-8 C3033
輸出入手続の基本的解説書

通関手続の重要・代表的な437の事例を厳選し、Q&A方式で分かりやすく解説。

【在庫なし】

HS関税分類のすべて
定価3,080円（本体2,800円＋税10％）／A5判454頁／長瀬 透
2001年４月27日発行／ISBN：978-4-88895-239-2 C3033

著

近年、関税分類の事前教示制度が各国に普及し、関税分類の一層の透明性が求められ、また、関税同

盟や自由貿易協定の推進とともに、メンバー国間で発生した関税分類の紛争処理のためHS委員会に持
ち込まれる案件も増加しています。また、各国において、関税分類の統一的な適用と透明性の確保が
極めて重要になってきています。

本書は、国際的に関税分類を統一的に適用し、適正な関税分類が行われ、また貿易の迅速化を図るた
めに必要な書籍です。

【在庫なし】
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輸入商品の分類実務
定価4,400円（本体4,000円＋税10％）／A5判774頁
1997年10月29日発行／ISBN：978-4-88895-203-3 C3033
分類が困難で、関心の高い厳選654品目について、それらの分類基準が個別・具体的に公開されたもの
をまとめたものです。

【在庫なし】

総合保税地域のあらまし
定価1,281円（本体1,165円＋税10％）／A5判110頁
1992年５月８日発行／ISBN：978-4-88895-137-1 C3033
総合保税地域を中心に、保税地域制度の改正の趣旨と概要を分かりやすく解説したものです。（参考
として「総合保税地域関係資料」及び「総合保税地域関税法令等」も掲載。）

【在庫なし】

関税政策著作集（全６巻）
第１巻『関税政策総論』─定価3,738円（本体3,399円＋税10％）／
A5判函入上製本214頁／ISBN：978-4-88895-163-0 C3333
第２巻『戦後日本の関税政策』─定価4,805円（本体4,369円＋税10％）／
A5判函入上製本360頁／ISBN：978-4-88895-164-7 C3333
第３巻『貿易自由化と関税政策』─定価4,059円（本体3,690円＋税10％）／
A5判函入上製本508頁／ISBN：978-4-88895-134-0 C3333
第４巻 『ガット交渉と関税政策』─定価4,059円（本体3,690円＋税10％）／
A5判函入上製本500頁／ISBN：978-4-88895-135-7 C3333
第５巻 『南北問題と関税政策』─定価4,805円（本体4,369円＋税10％）／
A5判函入上製本312頁／ISBN：978-4-88895-153-1 C3333
第６巻 『貿易摩擦と関税政策』─定価6,942円（本体6,311円＋税10％）／
A5判函入上製本658頁／ISBN：978-4-88895-154-8 C3333
元武蔵大学名誉教授・前北海道武蔵女子短期大学学長の岡茂男氏の40年にわたる執筆論文を中心に国
際経済関連の論文を収録したものです。

【絶版】
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関税年報（平成14年版）
定価10,450円（本体9,500円＋税10％）／B5判548頁
ISBN：978-4-88895-251-4 C3033
わが国の関税政策・税関行政をまとめたもので、豊富な貿易関連統計をもとにした貿易動向の分析、
諸外国の関税政策等も収録。財務省関税局の公式年報です。

【廃刊】

特恵関税の実務
定価3,631円（本体3,301円＋税10％）／A5判264頁
1991年12月20日発行／ISBN：978-4-88895-131-9 C3033
特恵関税制度、対象物品とその取扱い、原産地制度、特恵関税の適用手続、特恵関税実務事例等、特
恵関税のすべてにわたり分かり易く解説したものです。また、巻末には特恵関税関係の資料法令を収
録してありますので、特恵関税実務の必携書としてご利用できます。

【絶版】

アンチ・ダンピング関税の基礎知識
定価2,136円（本体1,942円＋税10％）／A5判202頁
1990年12月15日発行／ISBN：978-4-88895-121-0 C3033
わが国におけるアンチ・ダンピング関税の要件、手続など最も基本的と思われる事項を厳選し、要点
をＱ＆Ａ方式でコンパクトに分かりやすく解説したものです。

【絶版】

輸出入貨物に係る物流動向調査
定価6,600円（本体6,000円＋税10％）／A4判212頁
2003年４月21日発行
平成14年9月発表の航空・海上の全輸出入貨物（郵便物は除く）を対象とした物流動向調査結果（調査
期間7日間）を物流図の形でまとめたもので、輸出入貨物の流れが一目で分かります。

【絶版】
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国際機関事務局
定価2,200円（本体2,000円＋税10％）／B6判232頁／朝倉弘教
1999年３月５日発行／ISBN：978-4-88895-216-3 C3033

著

国際機関事務局での通算20年に及ぶ体験をもとに、単なるルポにとどまらず、著者の日本の国家公務
員、国際機関公務員、そして大学教授という経歴を踏まえて、普遍的な視点も合わせ持つ本書は、国
際化社会の今日、我々日本人に多くの有益な示唆をもたらしてくれる書です。

【在庫なし】

WTOとガット ─コンメンタール・ガット1994─
定価3,740円（本体3,400円＋税10％）／A5判384頁／津久井茂充 著
1997年３月31日発行／ISBN：978-4-88895-196-8 C3033
WTO設立協定本体、「1994年ガット」、「紛争解決にかかる規則及び手続に関する了解」、「貿易政
策検討制度」の解説書。補足としてアンチ・ダンピング協定、関税評価協定、原産地規則に関する協
定、補助金及び相殺措置に関する協定並びにセーフガードに関する協定についても解説。

【在庫なし】

ウルグァイ・ラウンド ─GATTからWTOへ─
定価2,669円（本体2,427円＋税10％）／A5判298頁／筑紫勝麿
1995年７月31日発行／ISBN：978-4-88895-167-5 C3033

編著

交渉担当者が直接書き下ろしたそのもので、分かりやすく解説を加え、専門家、ビジネスマンから学
生まで読みやすい一冊です。

【絶版】

ジャン・モネ 回想録
定価4,180円（本体3,800円＋税10％）／A5判496頁／近藤健彦
2008年12月12日発行／ISBN：978-4-88895-311-5 C0022

訳

欧州統合の父、ジャン・モネの回想録

かのJ.Fケネディーをして「欧州の歴史上、1000年かかってもできないことを20年もかけずにやり遂げ

た男」と賞賛させた人物、ジャン・モネの回想録の日本語完訳です。FTAやEPAが世界の潮流となっ
ているいま、モネの外交戦術に学ぶものは大きいはずです。訳者曰く、『ジャン・モネのダイナミッ
クな行動力は、いわば日本の坂本竜馬そのものだ。』混迷のなかに光をあてて、人に生きる力と立ち
向かう勇気をくれる哲学書です。

【在庫なし】
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オリエンタル・トレード
定価2,530円（本体2,300円＋税10％）／A5判210頁／北村歳治
1997年３月１日発行／ISBN：978-4-88895-195-1 C3033

著

悠久たる東アジア貿易の系譜

本書は「東アジア貿易の系譜」という観点から、貿易の始まり、貿易を支配した主要品目（真珠・生
糸・香辛料から現代のハイテク機器まで）、ヨーロッパ人の東アジアへの進出、日本を中心に見た東
アジア貿易、国際関係という側面を通じて、誰もが読めるように記載しています。

【在庫なし】
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取扱書店等一覧
日本関税協会の出版物は、下記の政府刊行物センター、官報販売書、書店等で取り扱っています。

★印：通関士試験関係書籍のみのお取り扱いとなります。

紀伊國屋書店（大手町ビル店）

北海道

☎03-3201-5084
〒100-0004 千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

日本関税協会函館支部

丸善（お茶の水店）

☎0138-43-3114
〒040-0061 函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎5F

☎03-3295-5581
〒101-0062 千代田区神田駿河台2-8

北海道官報販売所

瀬川ビル1階～2階

☎011-231-0975

書泉ブックタワー

〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4-23

大通パークビル1F 北海道官書普及（株）

☎03-5296-0051
〒101-0025 千代田区神田佐久間町1-11-1

MARUZEN＆ジュンク堂書店（札幌店）

虎ノ門書房（本店）

☎011-223-1911
〒060-0061 札幌市中央区南1条西1丁目8-2

☎03-3502-3461
〒105-0001 港区虎ノ門1-4-5 文芸ビル

高桑ビルB2F～4F

くまざわ書店（田町店）

紀伊國屋書店（札幌本店）
☎011-231-2131

☎03-5476-0510

〒060-0005 札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55

〒108-0023 港区芝浦3-1-21

msbTamachi 田町ステーションタワーS4階

ジュンク堂書店（弘前中三店）

丸善（日本橋店）

☎0172-80-6010
〒036-8182 弘前市土手町49-1 中三百貨店6F

☎03-6214-2001
〒103-8245 中央区日本橋2-3-10

丸善仙台店（アエル店）

八重洲ブックセンター（本店）

☎022-264-0151
〒980-0021 仙台市青葉区中央1-3-1 AER1階

☎03-3281-1811
〒104-8456 中央区八重洲2-5-1

関東

紀伊國屋書店（新宿本店）

日本関税協会本部

〒160-0022 新宿区新宿3-17-7

☎03-3354-0131（代表）
ブックファースト（新宿店）

☎03-6826-1430（代表）
〒101-0062 千代田区神田駿河台3-4-2

☎03-5339-7611（代表）

日専連朝日生命ビル6階

〒160-0023 新宿区西新宿1-7-3

☎03-3504-3885

くまざわ書店（都庁店）

モード学園コクーンタワーB1･B2

政府刊行物センター（霞が関）

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1

〒100-0013 千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル1階

東京都官報販売所

東京都庁

☎03-5320-7537
MARUZEN＆ジュンク堂書店（渋谷店）

☎03-3292-1601（代表）
〒101-0054 千代田区神田錦町1-2 官報神田錦町ビル

☎03-5456-2111
〒150-8019 渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店7F

東京官書普及（株）

ジュンク堂書店（池袋本店）

三省堂書店（有楽町店）
☎03-5222-1200

☎03-5956-6111

〒100-0006 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館1・2F

〒171-0022 豊島区南池袋2-15-5

三省堂書店（池袋本店）

丸善（丸の内本店）
☎03-5288-8881

☎03-6864-8900

〒100-8203 千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1～4階

〒171-0022 豊島区南池袋1-28-1

西武池袋本店別館地下1F 書店館B1F～1F
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☎03-5951-4780

☎047-393-8066

〒171-0021 豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店6F

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1

☎03-5610-3034

旭屋書店（船橋店）

くまざわ書店（錦糸町店）★

KITE MITE MATSUDO 7F

〒130-0013 墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町9F

☎047-424-7331

日本関税協会東京支部

〒273-8567 船橋市本町7-1-1 東武百貨店船橋店6階

丸善（津田沼店）

☎03-3599-1542
〒135-0064 江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎10F

☎047-470-8311

丸善（有明ガーデン店）

〒275-0026 習志野市谷津7-7-1 Loharu津田沼B棟2・3階
くまざわ書店（津田沼店）★

☎03-5962-4180
〒135-0063 東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン4階

☎047-475-8311

ジュンク堂書店（吉祥寺店）

〒275-0016 習志野市津田沼1-1-1

ホテルメッツ津田沼4・5F

☎0422-28-5333

くまざわ書店（ペリエ千葉本店）

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5
コピス吉祥寺B館 6F・7F

☎043-202-2900

オリオン書房（ノルテ店）

〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉6F

くまざわ書店（公津店）★

☎042-522-1231
〒190-0012 立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F

☎0476-26-5371

ジュンク堂書店（立川高島屋店）

〒286-0048 成田市公津の杜4-5-3 成田ユアエルム1F

未来屋書店（成田）★

☎042-512-9910
〒190-8507 立川市曙町2-39-3 立川高島屋S.C.6F

☎0476-23-8248

オリオン書房（ルミネ立川店）

〒286-0029 成田市ウイング土屋24

紀伊國屋書店（流山おおたかの森店）

☎042-527-2311
〒190-0012 立川市曙町2-1-1 ルミネ立川8F

☎04-7156-6111

丸善（多摩センター店）

〒270-0139 流山市おおたかの森南1-5-1

流山おおたかの森S･C2F

☎042-355-3220

ジュンク堂書店（大宮高島屋店）

〒206-0033 多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階
日本関税協会横浜支部

☎048-640-3111
〒330-8511 さいたま市大宮区大門町1-32

☎045-680-1757

大宮髙島屋ビル7F

〒231-0002 横浜市中区海岸通り4-23 マリンビル606

紀伊國屋書店（さいたま新都心店）

神奈川県官報販売所
☎045-681-2661

☎048-600-0830

〒231-0012 横浜市中区相生町4-75 JTB･YN馬車道ビル1F

〒330-9559 さいたま市大宮区吉敷町4-267-2

有隣堂（横浜駅西口ジョイナス店）

くまざわ書店（ACADEMIA イーアスつくば店）

☎045-311-6265（代表）

☎029-868-7407

〒220-0005 横浜市西区南幸1-4-B1F

〒305-0817 つくば市研究学園5-19

（株）横浜日経社

コクーン1 東館 1F

紀伊國屋書店（横浜店）

イーアスつくば3F

紀伊國屋書店（前橋店）

☎045-450-5901
〒220-8510 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F

☎027-220-1830

（株）東洋信号通信社 横浜営業グループ

〒371-0801 前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋1F

☎045-250-3770
〒232-0031 横浜市南区永楽町2-20 レヂデンス政和1F

東海・中部

☎0466-52-1211

ジュンク堂書店（岡島甲府店）

ジュンク堂書店（藤沢店）

〒251-0052 藤沢市藤沢559 ビックカメラ藤沢店7F・8F

☎055-231-0606

丸善（ラゾーナ川崎店）

〒400-8660 甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6F
長野県官報販売所

☎044-520-1869
〒212-8576 川崎市幸区堀川町72-1

☎026-233-3187

ラゾーナ川崎プラザ1F

〒380-0841 長野市大門町66-1 （株）長野西澤書店

☎047-327-7048

☎0263-31-8171

〒272-0004 市川市原木2526-26

〒390-0815 松本市深志1丁目3-11

（株）JBS

丸善（松本店）

日本通運(株)原木航空物流センター

コングロM B1F・1F・2F
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MARUZEN＆ジュンク堂書店（梅田店）

静岡県官報販売所
☎054-253-2661

☎06-6292-7383

〒420-0853 静岡市葵区追手町10番105号

〒530-0013 大阪市北区茶屋町7-20

チャスカ茶屋町B1～7F

（株）静岡県官報販売所

ジュンク堂書店（大阪本店）

MARUZEN＆ジュンク堂書店（新静岡店）

☎054-275-2777

☎06-4799-1090

〒420-8508 静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号

〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ2F～3F
ジュンク堂書店（難波店）

新静岡セノバ5階

日本関税協会名古屋支部

☎06-4396-4771
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル3F

☎052-653-2722
〒455-0033 名古屋市港区港町1-11 名古屋港湾会館3F

紀伊國屋書店（本町店）

☎052-561-3578

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13

愛知県第二官報販売所

☎06-4705-4556
大阪国際ビルディング1F

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-5

ジュンク堂書店（天満橋店）

共同新聞販売（株）

ジュンク堂書店（名古屋店）

☎06-6920-3730
〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1

☎052-589-6321

京阪シティモール7F

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1F

喜久屋書店（阿倍野店）

丸善（名古屋本店）
☎052-238-0320

☎06-6634-8606

〒460-0008 名古屋市中区栄3-8-14 B1F～7F

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31

☎052-566-6801

大阪府官報販売所

三省堂書店（名古屋本店）

アポロビル2F

〒450-6608 名古屋市中村区名駅1-1-3

☎06-6443-2171
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番14号

タカシマヤゲートタワーモール8F
らくだ書店（本店）

（株）かんぽう

ジュンク堂書店（松坂屋高槻店）

☎052-731-7161
〒464-0852 名古屋市千種区青柳町5-18

☎072-686-5300

三洋堂書店（いりなか店）

〒569-8522 高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店4F

ヒバリヤ書店（本店）

☎052-835-2134
〒466-0833 名古屋市昭和区隼人町7-7

☎06-6722-1121

三洋堂書店（新開橋店）

〒577-0841 東大阪市足代2-5-24
京都貿易協会

☎052-871-3934
〒467-0856 名古屋市瑞穂区新開町18-22

☎075-365-5130

精文館書店（豊橋本店）

〒600-8431 京都市下京区綾小路通室町西入善長寺町143

マスギビル2階

☎0532-54-2345

丸善（京都本店）

〒440-8517 豊橋市広小路1-6

丸善（岐阜店）

☎075-253-1599
〒604-8032 京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251

☎058-297-7008

京都BAL地下1階、地下2階

〒502-0882 岐阜市正木中1-2-1 マーサ21 3階
ジュンク堂書店（新潟店）

大垣書店（イオンモールKYOTO店）

☎025-374-4411

☎075-692-3331

〒950-0911 新潟市中央区笹口1-1 プラーカ1 B1F・1F

〒601-8417 京都府京都市南区八条通西洞院下ル イオン

近畿

日本関税協会神戸支部

モールKYOTO Kaede館2F
☎078-332-5011

〒650-0041 神戸市中央区新港町12-1

日本関税協会大阪支部

神戸税関庁舎 4F・南東

☎06-6574-2234

ジュンク堂書店（三宮店）

〒552-0021 大阪市港区築港4-10-3 大阪港湾合同庁舎6F

紀伊國屋書店（梅田本店）

☎078-392-1001
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18

☎06-6372-5821

ジュンク堂書店（三宮駅前店）

〒530-0012 大阪市北区芝田1-3-3 阪急三番街南館1F

☎078-252-0777
〒651-0096 神戸市中央区雲井通6-1-15
サンシティビル7F
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ジュンク堂書店（西宮店）

愛媛県官報販売所

☎0798-68-6300

☎089-941-7879

〒663-8035 西宮市北口町1-1 アクタ西宮西館4F

〒790-0003 松山市三番町4-6-13 （有）愛媛県官報販売所

☎0798-62-6103

☎089-915-0075

〒663-8204 西宮市高松町14-2

〒790-8532 松山市一番町3-1-1

ジュンク堂書店（明石店）

九州・沖縄

ジュンク堂書店（松山三越店）

ブックファースト（阪急西宮ガーデンズ店）

阪急西宮ガーデンズ4F東モール
☎078-918-6670
〒673-0891 明石市大明石町1-6-1 パピオスあかし2F

松山三越5F

日本関税協会門司支部

喜久屋書店（橿原店）

☎093-331-5730
〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-10

☎0744-20-3151
〒634-0837 橿原市曲川町7-20-１ イオンモール橿原

門司港湾合同庁舎5F

喜久屋書店（大和郡山店）

丸善（博多店）

☎0743-55-2200

☎092-413-5401

〒639-1101 大和郡山市下三橋町741

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1

イオンモール大和郡山2F

JR博多シティ8F

丸善（四日市店）

ジュンク堂書店（福岡店）

☎059-359-2340

☎092-738-3322

〒510-8585 四日市市諏訪栄町7-34

〒810-0041 福岡市中央区大名1-15-1

近鉄百貨店四日市店B1

天神西通りスクエア1～3階

中国・四国

☎093-514-1400

喜久屋書店（小倉店）

〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-1-1

喜久屋書店（倉敷店）

セントシティ7F

日本関税協会長崎支部

☎086-430-5450
〒710-0802 倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷2F

☎095-825-0557

広島県官報販売所

〒850-0862 長崎市出島町1-36 長崎税関2F
鹿児島県官報販売所

☎082-962-3590
〒730-0012 広島市中区上八丁堀7-27

☎099-285-0015
〒890-0065 鹿児島市郡元3-1-9

（株）広島県官報販売所
丸善（広島店）

（有）鹿児島県官報販売所

ジュンク堂書店（鹿児島店）

☎082-504-6210
〒730-0021 広島市中区胡町5-22

☎099-216-8838
〒892-0826 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ6F

天満屋八丁堀ビル7F・8F

ジュンク堂書店（広島駅前店）

日本関税協会沖縄支部

☎082-568-3000

☎098-836-6466

〒732-0822 広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店10F

〒900-0025 那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3F

啓文社（ポートプラザ店）★
☎084-971-1211

〒720-0801 福山市入船町3-1-25

天満屋ハピータウンポートプラザ店1階
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