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通関士国家試験準拠

主催：公益財団法人 日本関税協会

2018年8月26日

全国通関士模試は、通関士試験（国家試験）を目指して勉強されている受験生
の実力がどのレベルにあるのかを客観的に判定するための模擬試験です。例年約
1500名が受験し、その規模および質の高さについては多くの受験生から定評をい

ただいています。
全国通関士模試でこれまでの学習

の成果を確認し、万全の状態で本試
験に臨んでください。

・受験者には、試験終了後に会場で模範解答を配付します。
・個人成績、試験結果の集計は９月中旬に別途郵送いたします。※答案用紙は返
却しません。予めご了承下さい。

日

全国通関士模試
各会場とも、定員になり次第、申込受付を締め切り
ますので、お早めにお申し込み下さい。2018年8月6日 9:00まで

お申込みはインターネットから！ http://www.kanzei.or.jp/

月

他を圧倒する
規模と実績！

6,480円（税込）

本番さながらの緊張感。本試験の開催地に合わせた
全国主要都市11会場で実施！会社受験※も実施。

札幌市・仙台市・新潟市・東京都・横浜市・静岡市・名古屋市・阪神地区・広島市・福岡市・那覇市

※欠席または事前に欠席のご連絡をいただいた場合であっても、
　問題・解答等は発送いたしませんのでご注意下さい。

全国通関士模試とは？

個人成績（5段階評価による合
否判定有）、試験結果の集計を
お送りします。

平成30年度
（第19回）

東京会場

仙台会場

広島会場
福岡会場

那覇会場

札幌会場

新潟会場

阪神地区会場

名古屋会場 静岡会場
横浜会場 ※会社受験

社員の皆さまに自社内で受験していただく
システムです。受験者５名様以上より受付
いたします。社内での試験終了後、指定期
日までに解答紙（マークシート）を当協会
まで送付いただき、採点後に成績表を返
送します。申込方法等の詳細は、担当まで
お問い合わせください。

試験科目

［1］通関業法（50分）
［2］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（第６章に

係る部分に限る。）（100分）
［3］通関書類の作成要領その他通関手続の実務（100分）

試験会場
北海道道特会館
ショーケー本館ビル
朱鷲メッセ新潟コンベンションセンター
明治学院大学白金キャンパス
かながわ労働プラザ
名古屋大原学園静岡校
大原簿記情報医療専門学校
大阪情報専門学校
広島YMCA国際文化センター
天神チクモクビル
専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

所在地
札幌市中央区北2条西2－26
仙台市青葉区五橋2-11-1
新潟市中央区万代島6－1
港区白金台1-2-37
横浜市中区寿町1-4
静岡市葵区柚木103－1
名古屋市中区名駅3－20－8
大阪市東成区中本1－5－21
広島市中区八丁堀7－11
福岡市中央区天神3－10－27
那覇市金城5－8－6

定員（人）
30
50
24
446
208
120
210
336
100
100
50

受験地
札幌市
仙台市
新潟市
東京都
横浜市
静岡市
名古屋市
阪神地区
広島市
福岡市
那覇市

時間

10：00～10：50

11：20～13：00

14：00～15：40

● 試験科目および時間（予定）

● 試験会場・定員等

※１科目受験あるいは２科目受験も可能ですが、受験料の割引等はありません。
また、試験時間は財務省公告により変更する場合があります。

※各試験会場までの案内図を記載した受験票を、8月上旬より順次受験申込者に郵送いたします。やむを得ない事情により試験会場
に変更が生じた場合は、Webサイトで告知した上で、別途メール、ハガキ等にてご連絡いたします。

● 申込方法

● お問い合わせ

※入金確認後、８月上旬より受験票（会場案内図記載）を郵送いたします。
※郵便振替用紙は郵便局に備え付けのものを使用して下さい。
※8/20（月）までに受験票が届かない場合は、お手数ですが、必ず当協会までご連絡下さい。
※一度送金された受験料は、理由の如何を問わず返金できませんのでご注意下さい。
※振込手数料はお客様のご負担となります。

ご不明の点等は、当協会本部全国通関士模試係までお問い合わせ下さい。

日本関税協会ホームページに
アクセスしてお申込み

郵便振替あるいは銀行振込の場合、お申込み後1週間以内
に、受験料を払い込んで下さい（下記口座参照）。

郵便振替口座番号：00140－5－42174
口座名：公益財団法人日本関税協会

みずほ銀行麹町支店：普通預金1203359
口座名：公益財団法人日本関税協会

郵便振替の場合

銀行振込の場合

※本人様以外の名義でお振り込みいただく場合には、必ず受験者の
ご氏名を通信欄にご記入ください。

※会社名義でお振り込みの場合は、入金確認に時間を要するため、
なるべく郵便振替をご利用下さい。受験者と別名義でお振り込み
される場合には、ご入金の確認がとれませんので、必ず申込
フォーム通信欄にその旨を入力してください。
※図書申込とは口座が異なりますのでご注意下さい。

本試験に準拠した模試で本番直前の最終チェックをしませんか？
「本番直前の自分の実力が知りたい」、「8月26日の全国通関士模試が受験できない」、
「日程をもっと本試験直前に繰り下げて欲しい」・・・・・・
といった受験生の皆様のご要望にお応えいたします。

『オンライン通関士模試』の問題は『全国通関士模試』で出題される問題とは異なります。

■実施日：
オンライン通関士模試開放　2018年9月4日（火）　午前10時～本試験日の前々日（17：30まで）
■試験科目および試験時間：
［１］ 通関業法（50分）
［２］ 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（第６章に係る部分に限る。）（100分）
［３］ 通関書類の作成要領その他通関手続の実務（100分）
■受験形態：
インターネット環境を持つパソコンを利用した受験
→推奨ブラウザ－：Internet Explorer 11／FireFox 最新版／Google Chrome 最新版／Microsoft Edge
→推奨OS：Windows 7／Windows 8.1／Windows 10

■受験料：
5,40０円（税込）
■申込受付期間：
～2018年9月21日
■受験申込～お支払まで：
【個人申込】 ホームページ（http：//www.kanzei.or.jp/）にアクセスして、申込フォームに必要な情報を入力の
上、送信してください。受験料のお支払は、銀行振込、郵便振替、クレジットカード払いよりご選択いただきます。
申込手続が完了しますと、ご登録のメールアドレス宛てに「お申込み確認メール」が送信されますので、メールに
記載された送金先口座まで、申込日から7営業日以内に受験料をお振込みください。請求書及び払込取扱票の
送付はございません。振込手数料はお客様のご負担となります。また、一度送金された受験料の返金には応じら
れませんので、予めご了承ください。

【企業、各種団体等】 ホームページから「法人申込用ファイル」をダウンロードしていただき、必要な情報を入力の
上、送信してください（jtas_seminar@kanzei.or.jp）。受験者1名様より受付いたします。受験料のお支払い
については、ご要望により請求書を郵送します。（領収証は現金収受を除き原則として発行しておりません。振込
の際に金融機関等で発行される振込受付書・ご利用明細票等の伝票類を領収証に代えさせていただきます。） 

■入金確認後～試験まで：
お申込手続きが完了しご入金の確認がとれ次第、『オンライン通関士模試』の受験に必要なアカウント情報（IDと
パスワード）をメールでお送りいたします。
■試験結果等
試験が終わり次第（解答データ送信後）、受験者はパソコン上で合否判定及び受験科目別個人成績を確認するこ
とができます。『解答と解説』も閲覧・印刷することができます。

公益財団法人 日本関税協会 全国通関士模試係
〒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6F
TEL ▲ 03－6826－1434　FAX ▲ 03－6826－1435

郵便振替口座番号：00140－5－42174
口座名：公益財団法人日本関税協会

みずほ銀行麹町支店：普通預金1203359
口座名：公益財団法人日本関税協会

郵便振替の場合

銀行振込の場合

※図書申込とは口座が異なりますのでご注意下さい。

お申込み、詳細はホームページで。
http://www.kanzei.or.jp/

公益財団法人 日本関税協会 全国通関士模試係
〒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6F
TEL ▲ 03－6826－1434 FAX ▲ 03－6826－1435

お申込み、詳細はホームページで。
http://www.kanzei.or.jp/

2018年度

※会社名義でお振込みの場合は、入金確認に時間を要するため、なるべ
く郵便振替をご利用下さい。受験者と別名義でお振り込みされる場合
には、ご入金の確認がとれませんので、必ず申込フォーム通信欄にそ
の旨を入力してください。

※受験者以外の名義でお振込みいただく場合には、必ず受験者の氏名
を通信欄に入力してください。

受験料

会　場

試　験　日

申込締切日
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特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目（平成３１年度）

参考：税関ホームページ 

１．平成31年度において、特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目は次の別表に掲げる品目です。 

（除外期間）部分適用除外措置（部分卒業）：H31.4.1～H32.3.31 

 国別・品目別特恵適用除外措置：H31.4.1～H34.3.31 

① 部分適用除外措置（部分卒業）（除外期間：H31.4.1～H32.3.31）

関税率表 
の番号等 

輸入統計 
品目番号 

品名概要 原産国 基本税率
WTO 

協定税率
特恵税率

物資 
所管省 

連絡先 
連絡先 
電話番号 

該当品目なし 

② 国別・品目別特恵適用除外措置（除外期間：H31.4.1～H34.3.31）

関税率表 
の番号等 

輸入統計 
品目番号 

品名概要 原産国 基本税率
WTO 

協定税率
特恵税率

物資 
所管省 

連絡先 
連絡先 
電話番号 

1007.90ex 1007.90-090 

グレーンソル
ガム（播種用
以 外の もの
で、飼料用以
外のもの） 

アルゼ
ンチン

5％ 3％ 無税 農林水産省 
生産局農産部
地域対策官 

03-6744-2117

２．基準に該当したこれらの品目に対して、平成31年４月から特恵税率を適用せず、基本税率又は
協定税率のうちいずれか低い方が適用されるとの内容の改正を行うことについて、今後、平成31
年度関税改正の中で検討が行われます。 

（参考） 

部分適用除外措置（部分卒業）の 

適用基準 

「高所得国」又は「高中所得国、かつ、輸出シェア1％以上の国」に該当する一の特恵受益国・

地域（後発開発途上国を除く。）を原産地とする品目であって、前年において、当該品目におけ

る我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが25％超、かつ、当該国・地域か

らの輸入額が10億円超の品目について、１年間、特恵適用を除外する。 

国別・品目別特恵適用除外措置

の適用基準 

一の特恵受益国・地域（後発開発途上国を除く。）を原産地とする品目であって、過去３年平均

で、当該品目における我が国の総輸入額に対する当該国・地域からの輸入シェアが50％超、

かつ、当該国・地域からの輸入額が15億円超の品目について、３年間、特恵適用を除外する。

平成３１年度に卒業基準（※）により卒業する予定の国

参考：税関ホームページ 

（※）３年連続して、世銀統計の「高中所得国」以上に該当し、かつ、世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1％以上である国 

GNI/C対象年（世銀統計公表年） 2014（2016） 2015（2017） 2016（2018） 

高中所得基準 ＄4,126以上～12,735以下 ＄4,036以上～12,475以下 ＄3,956以上～12,235以下

輸出額割合基準 
（当該国輸出額／全世界輸出額）％ 

1％以上 1％以上 1％以上 

対象国 

中国 
$7,400 $7,900 $8,250 

12.3％ 13.8％ 13.2％ 

メキシコ
$9,870 $9,710 $9,040 

2.1％ 2.3％ 2.3％ 

タイ
$5,780 $5,720 $5,640 

1.2％ 1.3％ 1.4％ 

マレーシア
$11,120 $10,570 $9,860 

1.2％ 1.2％ 1.2％ 

ブラジル 
$11,790 $9,990 $8,840 

1.2％ 1.2％ 1.2％ 

※１人当たり国民総所得と輸出額シェアの数字は、それぞれ以下の統計による。
・１人当たり国民総所得：世界銀行"Gross national income per capita (Atlas method)"
・輸出額のシェア：WTO"World Trade Statistical Review (Chapter Ⅸ)"
（2014年分は、WTO"International Trade Statistics (Table I.7)"による）
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［東京支部］ 株式会社コイケ Ｋｏｉｋｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ 
■代表者＝代表取締役 小池 栄一

■事業内容＝包装資材・映像機器卸、輸出梱包、倉庫・

保税、輸出入代行等 

■住所＝〒140-0001

東京都品川区北品川1-1-17

■TEL＝03-3471-4111

■FAX＝03-3458-1231

■HP＝http://www.koike.co.jp/

当社は、東京港・成田空港にAEO蔵置場を持ち、
国内では商社機能を持つ総合物流業、マレーシアで
は物流と連動した二輪組立、シャフト・プラスチック製
品製造、エアロパーツ・自動車ライト設計開発、包装資
材・食品・中古品卸、農業開発・輸出入代行等を展開
しています。 

［東京支部］ アクアネッツ 関根隆啓
■代表通関士＝関根隆啓

■事業内容＝通関業 

■住所＝〒373-0813

群馬県太田市内ヶ島町866-14メゾンドセイリング102

■TEL＝0276-57-8941

■FAX＝0276-57-8942

■HP＝https://aquanetsinfo.wixsite.com/aqua

■Twitterユーザー名＝@AQUANETS1

アクアネッツの関根隆啓です。個人事業主で通関
業の許可を得て通関業者となり、群馬で独立して通関
業を営んでおります。代表通関士でもあります。貨物
の種類を問わず、中小企業・個人事業主様のご依頼
心よりお待ちしております。 

［神戸支部］ 日鉱液化ガス株式会社 水島工場 
■代表者＝代表取締役社長 早川 則道

■事業内容＝LPガスの通関・保管業務 

■本社住所＝〒105-0003

東京都港区西新橋１丁目20番10号

■TEL＝03-3503-5705 ■FAX＝03-3503-5708

■水島工場住所＝〒712-8588

岡山県倉敷市潮通2丁目1番地

JXTGエネルギー（株）水島製油所内

■TEL＝086-458-2640 ■FAX＝086-458-2649

当社は1964年に創業し、JXTGエネルギー(株)水島
製油所内に立地し、LPガスの通関・保管業務を行って
おります。保管しているLPガスは荷主の指示により、
LPガスローリーや内航船を使用して、LPガス二次基
地、販売店および工業用需要家に出荷されます。今
年で54年になりますが、今後さらなる50年の安全操
業、安定供給を目指します。 

［門司支部］ 福岡ロジテム株式会社 
■代表者＝代表取締役 小林 専司

■事業内容＝倉庫業・貨物利用運送事業他 

■住所＝〒811-2104

福岡県糟屋郡宇美町大字井野字稲木369番地8

■TEL＝092-931-1665

■FAX＝092-931-1666

■HP＝http://www.f-logitem.jp/

福岡ロジテムの強みは、柔軟な組織、社員の結束
力、早い決断で小回りのきくサービスです。 

さらに大規模なセンター運営の多彩なノウハウと、ア
ジアのゲートウェイとしての福岡の地の利、強力な地元
での輸送力、九州一円をカバーする協力会社の配送
ネットワーク、これらを総合してお客様に満足いただけ
るサービスを提供します。これからも拡大と整備の両輪
でバランスをとり、長く社会に貢献してまいります。

新規会員紹介につきまして 

『ハーモニー』では、新規に会員になられた皆様をご紹介させていただいております。社屋の外観

や、賛助会員企業様の主力商品などのお写真も併せて掲載させていただきます。また、個人でご入

会された方につきましても、ご希望があれば、掲載させていただきます。 

ぜひ賛助会員様のＰＲ・宣伝の場として小誌『ハーモニー』をご活用いただけましたら幸いです。
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本 部 

■主な活動 ················································································ 

【2018年2月】 

AEO研修（大阪会場） 

［2.19／於：新大阪丸ビル（大阪）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を行い、31名（満員）が参加しました。 

要望書の提出 

［2.20］ 

「AEO制度の一層の推進のための要望書」を財務省関税局業

務課に提出しました。 

教育セミナー「貿易実務 金融編」 

［2.23／於：連合会館（東京）］ 

貿易実務の中でも最も難解と言われる外国為替について、信

用状（L/C）取引を起点に、代金決済、保険条件、外国為替、直

物・先物相場等を網羅的に解説しました。 

教育セミナー「品目分類 第５回」 

［2.26／於：連合会館（東京）］ 

関税率表の解釈のための通

則を紐解き、理解を深めるととも

に、その通則を駆使して特定の

項・号にどのようにして物品が分

類され、正しい関税率が適用さ

れるかについて解説する講座で

す。第５回は機械・車両・光学機

器等(84類～90類)に係る部分品・附属品の分類の原則と、当該各

分野から除外されるものの取扱いについて検討しました。 

≪CIPIC≫ 
発明推進協会招聘の外国税関職員と権利者との意見交換 

［2.1／於：発明推進協会会議室］ 

CIPIC会員による川崎外郵出張所見学会 

［2.5／於：横浜税関川崎外郵出張所］ 

【3月】 

教育セミナー「貿易取引のリスク対策」 

［3.2／於：連合会館（東京）］ 

通常の書類のやり取りから、さら

に踏み込んだワンランク上の貿易

実務の知識を身に着けるための

講座です。貿易取引の中でトラブ

ルの発生しやすい「売買契約」「イ

ンコタームズ」「貨物損傷とクレー

ム・保険求償」「三国間貿易」に焦

点を絞って、実際の事例をもとにどういった事態が発生しうるのか、

そしてどのように対処すべきなのか、さらに未然に回避するための

方法にまで踏み込んで詳細に解説しました。

教育セミナー「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸出編）」

［3.6／於：連合会館（東京）］

中国から日本への輸出に焦点

を絞り、輸出通関の流れから加工

貿易制度や増値税、原産地証明

など特殊で難解な中国貿易の仕

組みについて具体的に解説しま

した。 

教育セミナー「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸入編）」 

［3.7／於：連合会館（東京）］ 

中国で日本からの輸入業務に

携わる方々へ、中国の輸入通関

の流れから輸入管理制度・法令、

輸入後の保税・物流制度の特徴

にまで踏み込んだ講座です。 

2018年度 通関士養成講座ガイダンス 

[3.7／於：連合会館(東京)] 

通関士資格の取得を目指す人のための2018年度講座の説明

会です。通関士の仕事と役割、通関士試験の概要説明、勉強法

の紹介等を実施し、第51回通関士試験の合格者から、勉強法や

試験本番までの心構えなどについてお話いただきました。 

AEO研修 

［3.8／於：連合会館（東京）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を行い、33名（満員）が参加しました。 

教育セミナー「国際物流 ベトナム進出とビジネスリスク」 

［3.9／於：連合会館（東京）］ 

ベトナムについて投資と税務の二つの側面から展開される講座

です。午前はベトナムの新投資法の概要と会社設立手続や就労

規制といった労働法の概要について解説しました。午後は輸出加

工企業での税務リスクや加工貿易に関連したベトナム税関におけ

る事後調査の事例、新たに施行された通関制度の特徴と注意点、

その対応策としての在庫管理や管理会計の重要性について解説

しました。 

貿易実務研究部会（第662回） 

［3.14／於：学士会館（東京）］ 

◎「関税中央分析所の現況について」

教育セミナー「実地研修 川崎外郵・羽田空港」

［3.15／於：川崎外郵出張所・羽田空港］

午前は横浜税関川崎外郵出

張所で賦課課税制度に基づく

国際郵便物の通関の仕組みと、

通常貨物との通関の流れの違い

について理解を深め、社会悪物

品摘発の現状、知的財産侵害

物品の監視・取締の最前線を見

学しました。午後は羽田空港に移動後、東京税関羽田税関支

署、動物検疫所羽田空港支所、横浜植物防疫所羽田空港支所

で通関に係る税関・他法令手続と実際の貨物検査の様子を見

学し、最後は東京国際エアカーゴターミナル(株)へ。実際に貨

物が蔵置されている上屋を見学し、航空貨物の流れや荷役の

様子について理解を深めました。東京・横浜支部との共催で

す。 

平成29年度下期全国事務局長会議 

［3.19／於：連合会館（東京）］ 

髙橋理事長、本部事務局、全国９支部の事務局長が一同に集

まり、会員からの要望や今後の事業運営について意見交換がされ

ました。 

教育セミナー「品目分類 第６回」 

［3.19／於：連合会館（東京）］ 

第６回はITA（情報技術協定）1996及びITA2015の対象商品目

の分 類 を検討し、 HS2007に準 拠して いる ITA2015を最新の

HS2017に基づいて整理し、HS2017に基づいてどのように分類さ

れるかを明確化しました。 
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第39回理事会及び役員等懇談会 

［3.20／於：学士会館（東京）］ 

平成30年度事業計画及び収支予算書、平成29年度下期の事

業報告が行われ、中央大学大学院 法務研究科教授 森信茂樹

氏に「デジタルエコノミーと税制」についてご講演いただきました。 

『通関士試験問題・解説集（2018年度版）』発行 

[3.26] 

「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。また、過去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。 

定価：本体3,700円＋税

『外国貿易概況2017年12月号』発行 

[3.28] 

日本の貿易統計を多角的視点で集計した

冊子です。12月号は年集計号となります。 

定価：本体3,160円＋税

『日本貿易月表2017年12月号（品別国別編）』発行 

[3.29] 

2017年の集計号となり、各品目毎に貿易

統計確定値及び2017年の修正値を掲載し

ています。 

定価：本体28,000円＋税

≪CIPIC≫ 
インド・パキスタン税関職員によるセミナー 

[3.5／於：連合会館（東京）] 

CIPIC運営委員会 

[3.9／於：日本関税協会会議室] 

CIPICに関する平成30年度事業

計画及び予算について審議いた

だき、この結果は日本関税協会全

体の同年度事業計画及び予算に

含めて、同月20日に開催された公

益財団法人日本関税協会の理事

会に報告・了承されました。 

 

【4月】 

『実行関税率表（2018年度版）』発行 

[4.2]★会員配付 

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。 

定価：本体24,000円＋税

『Zeirom 2018』発売 

[4.2] 

実行関税率表、輸出統計品目表、関税率

表解説、関税分類例規集などの書籍データ

を検索、表示、印刷、出力するデータベース

ソフト（CD-ROM）です。 

定価：本体38,000円＋税

AEO検討会 

［4.4／於：関税協会会議室］ 

『日本貿易月表2017年12月号（国別品別編）』発行 

[4.6] 

2017年集計号で、国と地域を基軸として

おり、日本と取引のある国・地域の年間輸出

入を詳細に掲載しています。 

定価：本体40,000円＋税

貿易実務研究部会（第663回） 

［4.10／於：学士会館（東京）］ 

◎「貿易実務におけるRPA活用の可能性～事務処理実行ロボット

で現場はどうかわるのか～」 

『通関士試験の指針（2018年度版）』発行 

[4.13] 

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。また、『通関士試験問題・解説集』

との「相互参照表」も掲載しています。 

定価：本体5,800円＋税

教育セミナー「実地研修 東京外郵」 

［4.13／於：東京外郵出張所（東京）］ 

税関の業務内容、輸出入通関の流れを理解する現場の見学会

です。東京税関本関での税関業務の概況説明と東京税関の本関

機能、青海埠頭・対岸の大井埠頭についてレクチャーを受けた

後、東京税関監視部青海コンテナ検査センターへ。実際の貨物

開披検査場を見学し、コンテナ貨物の検査の様子や通関手続に

おける検査の流れについて理解を深めました。午後は東京都港

湾局の「新東京丸」に乗船し、船上からの東京港各種港湾施設の

視察を経て、最後は南砂町の東京国際郵便局へ。東京税関東京

外郵出張所にて賦課課税制度に基づく国際郵便物・EMSの通関
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の流れや社会悪物品の摘発、知的財産侵害品取締りの現状を見

学しました。東京支部との共催です。 

2018年度通関士養成各種講座（通信教育講座、講習会）開講 

◎開講期間：2018年４月～９月

2018年度第19回全国通関士模試、オンライン模試申込受付開始

［4.19］

AEO研修

［4.23／於：連合会館（東京）］

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を行い、32名（満員）が参加しました。 

≪CIPIC≫ 
CIPIC講演会 

[4.3／於：連合会館（東京）] 

本田技研工業株式会社の

足立様から「ASEANにおける

水際取締り」について、弁理

士の黒瀬雅志氏から「中国模

倣品対策の最近の重点課

題」について、財務省関税局

知的財産調査室長の加藤誠氏から「税関における知的財産侵害

物品の差止状況」について、講演をいただき、引き続きパネルディ

スカッションを行いました。

【5月】 

貿易実務研究部会（第664回） 

［5.9／於：学士会館（東京）］ 

◎「EPAの検認制度と企業に求められる検認対策」

教育セミナー「実地研修 横浜港」

［5.10／於：横浜港］

税関の業務内容、輸出入

貨物の流れを体感する現場

の見学会です。午前は横浜

税関広報展示室にて税関業

務についてのレクチャーを受

けた後に、横浜税関監視部

本牧埠頭コンテナ検査センタ

ーへ。税関における監視・取

締りの意義や重要性、大型X線検査装置・開披検査場の見学を通

じて実際の貨物検査の流れについて理解を深めました。午後は

本牧埠頭B/C突堤のコンテナヤードを見学し、コンテナ貨物の搬

入・搬出の流れや本牧埠頭の特徴、実際のコンテナ荷役の様子

を本船間近から見学後、「マリーンシャトル」にて海上から船の視

点で港湾各種施設を見学しました。横浜支部との共催です。 

2018年度 通関士通信教育講座 スクーリング開講 

［5.12-5.13／於：連合会館（東京）］ 

通関士養成通信教育講座受講生のうち、希望者48名を対象に

二日間のスクーリングを行いました。 

2018年度 通関士養成講座 東京税関見学会 

［5.14／於：東京税関］ 

通関士養成講座受講生のうち、参加希望者30名を対象に東京

税関の見学会を行いました。 

第40回理事会 

［5.14／於：学士会館（東京）］ 

平成29年度事業報告及び決算報告、評議員会招集、CIPIC運

営委員の承認等が行われました。 

教育セミナー「実地研修 博多港」 

［5.16／於：博多港］ 

税関の業務内容、輸出入貨物の流れを体感する現場の見学会

です。午前は門司税関博多

税関支署担当官から税関

業務のレクチャーを受けた

後に、博多地区国際貨物検

査センターに移動し、開披

検査場にて実際の貨物検

査の様子を見ながら、税関

における監視・取締りの意

義や重要性について理解を深めました。午後は福岡市港湾局所

属の港務艇「なのつ」に乗船し、博多港全体の各種港湾施設を船

上から海の目線で見学し、最後は香椎ポートパークコンテナターミ

ナル、アイランドシティコンテナヤードへ。博多港ふ頭(株)の担当

官から博多港における先進的な貨物管理システムに関する説明

を受け、実際のコンテナ荷役の様子を間近で見学し、理解を深め

ました。門司支部・長崎支部との共催です。

『通関士試験補習シリーズ 通関手続ドリル2018』発行

『通関士試験補習シリーズ 計算問題ドリル2018』発行

『通関士試験補習シリーズ 関税評価ドリル2018』発行

[5.18]

過去10年の本試験を分析した上で、出題分野を整理し、さら

に第52回試験の出題範囲となる法改正も追加し掲載しました。 

定価：本体2,000円＋税 定価：本体2,000円＋税 定価：本体2,000円＋税

『通関士試験ゼロからの申告書2018』発行 

[5.22] 

通関士試験で実務経験が無い受験者に

とって頭を悩ませる「申告書作成」に焦点を

当てた参考書です。 

定価：本体3,000円＋税

『通関士試験まるわかりノート2018』発行 

[5.22] 

150余の豊富な例題・解説、解法のテクニ

ック等を、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

かを把握できます。また、語句選択式問題等

で頻出する条文をまとめて掲載しました。 

定価：本体3,700円＋税

AEO事業者連絡協議会 

［5.23／於：TKP御茶ノ水会議室（東京）］ 

「サプライチェーンの安全確

保と我が国のAEO制度」と題し

パネルディスカッションを実施し

ました。パネリストとして、関税局

業務課長の錦織氏、日本通運

(株)の武井氏、本田技研工業
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(株)の吉沢氏が参加。モデレータは石原伸志東海大学客員教

授。また、(株)NTTデータによる「ブロックチェーン技術を活用した

貿易情報連携基盤の実現に向けた取り組み」についての基調講

演を実施しました。AEO事業者260名が参加しました。 

教育セミナー「ロールプレイで学ぶ はじめての貿易実務」 

［5.24／於：連合会館（東京）］ 

貿易実務に初めて携わる

方を対象に、座学で貿易実務

全体の枠組みを解説し、実際

に書類作成を伴ったロールプ

レイによって貿易実務全体の

流れを体感していただく講座

です。

教育セミナー「通関手続 入門編」

［5.28／於：連合会館（東京）］

貿易業務・通関手続業務に

初めて携わる方を対象にした

講座です。基本的な通関手

続の概要や昨今の通関を巡

る新制度の経緯について解

説した後に、具体的な輸入通

関手続と関税制度、搬入・出

港届から始まる輸出通関手続

の流れについて解説しました。 

AEO研修 

［5.28／於：名古屋国際会議場（名古屋）］ 

AEO事業者に必要とされる通関手続及びAEO制度についての

研修を行い、36名（満員）が参加しました。 

第21回評議員会及び理事会・懇談会 

[5.29／於：学士会館（東京）] 

第21回評議員会及び第41回理事会、理事会終了後には懇談

会を開催しました。（次頁参照） 

AEO検討会 

［5.30／於：関税協会会議室］ 

≪CIPIC≫ 
外国税関職員の企業訪問対応 

［5.17／ソニー株式会社、5.28／株式会社ニコン］ 

■今後の予定 ·········································································· 

【6月】 

貿易実務研究部会（第665回） 

◎開催日：2018年6月11日（月） ◎会場：学士会館（東京）

◎「成田国際空港の現状と今後の展望～開港40周年を記念して

～」

◎講師：成田国際空港株式会社 営業部門貨物営業部部長 松

澤宏氏

HS勉強会（第一回） 

［6.11／於：関税協会会議室］ 

教育セミナー「実地研修 東京港」 

◎開催日：2018年6月15日（金） ◎会場：東京港

◎受講料：賛助会員：10,000円＋税／一般：15,000円＋税

AEO研修

◎開催日：2018年6月18日（月） ◎会場：連合会館（東京）

教育セミナー「国際物流 中国の通関と貿易」

◎講師：岩見辰彦氏

◎開催日：2018年6月19日（火） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：18,000円＋税

教育セミナー「実地研修 成田国際空港」

◎開催日：2018年6月21日（木） ◎会場：成田国際空港

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：18,000円＋税

教育セミナー「貿易実務 基礎編」

◎講師：曽我しのぶ氏

◎開催日：2018年6月25日（月） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税

教育セミナー「基礎から振り返る貿易実務」

◎講師：高橋靖治氏

◎開催日：2018年6月28-29日（木-金） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：24,000円＋税／一般：36,000円＋税

≪CIPIC≫
外国税関職員の企業訪問対応

［6.4／ヨネックス株式会社］

【7月】 

JASTPRO主催「EU貿易救済法制及びBREXITセミナー」の後援 

◎開催日：2018年7月2日（月） ◎会場：学士会館（東京）

貿易実務研究部会（第666回）

◎開催日：2018年7月6日（金） ◎会場：学士会館（東京）

◎「貿易手続に係る貨物の滞留時間の短縮化の実現について」

◎講師：東海大学海洋学部教授 石原伸志氏

「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸出編）」

◎講師：岩見辰彦氏

◎開催日：2018年7月9日（月） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税

AEO研修

◎開催日：2018年7月9日（月）

◎会場：福岡県中小企業振興センター（博多）

教育セミナー「国際物流 検証：中国貿易と通関（輸入編）」

◎講師：岩見辰彦氏

◎開催日：2018年7月10日（火） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税

教育セミナー「貿易実務 基礎編」

◎講師：川村久美子氏

◎開催日：2018年7月12日（木）

◎会場：新梅田研修センター（大阪）

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税

教育セミナー「貿易実務 貿易取引の英文レター」

◎講師：川村久美子氏

◎開催日：2018年7月17日（火） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：10,000円＋税／一般：15,000円＋税

教育セミナー「貿易実務 金融編」

◎講師：曽我しのぶ氏

◎開催日：2018年7月26日（木） ◎会場：連合会館（東京）

◎受講料：賛助会員：14,000円＋税／一般：21,000円＋税

教育セミナー「通関手続 入門編」

◎講師：石原伸志氏

◎開催日：2018年7月30日（月）

◎会場：新梅田研修センター（大阪）

◎受講料：賛助会員：12,000円＋税／一般：18,000円＋税

≪CIPIC≫
◎7.27/東京都中小企業公社セミナー

◎開催日：2018年7月27日（金）
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第21回評議員会及び理事会・懇談会について

2018年５月29日（火）／於：学士会館

第21回評議員会において、平成29年度事業の報告と平 

成29年度決算報告が承認されました。 

公益法人は公益事業を展開し、その便益を広く一般国民

に受益することが期待されることから、事業別に収入が費用

を上回らない収支相償の原則が適用されますが、協会の決

算書もこれに沿ったものとなります。なお、報告・承認された

事業報告書及び決算報告書等は６月末までに内閣府へ提

出されます。 

その他の議題として評議員の選任が行われ、大矢卓評議

員（八戸港湾運送（株）代表取締役会長）が任期の途中で退

任され、その任期を引継ぎ西宮公平様（秋田海陸運送（株）

代表取締役社長）が選出されました。また理事の選任も行わ

れ、段谷繁樹理事（双日(株)顧問）が任期の途中で退任さ

れ、その任期を引継ぎ原大様（双日(株)代表取締役副会長）

が選任、専務理事（兼常務理事）の河野泰一（公益財団法

人 日本関税協会）も任期の途中で退任し、田中万平が選

任されました。 

評議員会終了後、第41回理事会が開催され、専務理事の

選任決議が行われ、田中万平専務理事（兼常務理事が選任

されました。 

理事会終了後の懇談会においては、三村会長がTPP11

の新協定が可決され、我が国がイニシアチブをとって年内の

発効を目指していることを述べ、関税協会においても、会員

企業はもとより、非会員企業に対して活用を促していくことが

使命であると述べました。 

 三村会長 

また、労働生産性の向上や人材育成に関する働き方改革

を支援するために、貿易実務、通関手続、AEO事業者研修

等の集合研修を開催し、貿易実務や手続きの円滑化に資す

る支援を開始したと挨拶しました。 

続いて挨拶に立った飯塚関税局長は、最近の関税行政

や税関事務、並びに今期取り組んでいる主な活動について

触れながら挨拶しました。 

 飯塚関税局長 
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第23回 “前途は各人様々”

芳賀 勝志 

「なんでこんなに可愛いのかヨ～ 孫という名の宝もの」20年ほど前、東北の中

年演歌歌手大泉逸郎さんの大ヒット曲“孫”の冒頭歌詞だ。誰もが同様と思うが、

孫はとにかく無条件に可愛い。先の子供の日、５歳と２歳の男の子の孫と一緒に「昭

和記念公園」に行ってきた。同公園には遊園施設があちこちにあり、孫二人は疲れ

を知らないかのように次から次へと遊びまわり、見守り続けているこちらの方がす

っかりくたびれる始末だった。少なくとも、孫の将来は“前途洋々”と言えよう。

数年前の秋に広大な敷地での満開のコスモスを見に来たことがあるが、新緑がかな

り深まったその時の公園内の花壇は、ツツジをはじめ様々な春の花々が咲き競って

いてとても見応えがあった。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

今年はどの花も開花が早いと巷間で聞かれる。そう言えば、春先の代表の桜“ソ

メイヨシノ”は関東では昨年に比べ10日ほど早かった。春先寒暖の差が激しかった

中、とても暖かな日が多かったのが主な要因のようだ。例年６月が開花時期とされ

ている“アジサイ”も、５月中に開花したとの報道があり、我が家の近くでも早く

からガンガン咲き出していた。当方にはあまり馴染みはないが、郊外の大地平原全

体をピンクに染める“桃色吐息”という名の花が目下絶好調とのこと。こちらは体

調万全ではないので、どちらかと言うと『青息吐息』といったところ。この分だと、

同園の秋のコスモスの開花がかなり早まるに違いない。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

ところで現在、「謝ったら死ぬ病気」という言葉にマスコミやインターネットで

時折出会う。自分の非を認めない、謝る場面なのに頭を下げない態度を指す意味だ

と言われている。自らの非を認めたら、その瞬間に死が訪れると信じられている珍

妙な病気らしい。この病気、アメフトのスポーツ界にも伝染しているというから厄

介だ。この背景には、そばに忠告してくれる人が居ないとか自分で正常な判断が出

来ないような“裸の王様”状態に置かれていることが誘因にもなっているともいわ

れている。かかる傾向が蔓延し頻発するような事態になってしまったら、今後の前

途を悲観する人が多くなってしまうのではなかろうか。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

交通事故による死者数は、ひところのピークから年々減少の一途をたどっている

のは皆様ご承知の通り。一方、自殺者の数は逆の現象で特に変化がないというより

むしろ増加していると言われている。交通事故防止のためには各種の安全装備品の

設置強化や高齢者に対する受講義務の新設等、色々な施策が目につくが、その割に

は自殺防止に対する施策が極めて少ないと思っている方は結構多いのではなかろ

うか。中でも深刻なのが老齢者の自殺、自殺の理由の多くがなんと“前途を悲観し

て”ということらしい。当方はとっくにその一員、ただ、「前途がもう残ってない

のだから最早悲観する必要性もない」と周りから即座に指摘されそうだ。 
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函館支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
苫小牧地区講演会 

［2.23／於：グランドホテルニュー王子（苫小牧）］ 

苫小牧地区協議会は、苫小牧税関支署長・長谷川正彦氏を講

師にお迎えし、「最近の税関行政について」と題し講演をいただきま

した。講演では、 

 １．苫小牧港の貿易状況 

 ２．観光立国の推進と税関の役割 

 ３．不正薬物の摘発件数と押収量及び金地金密輸事件の処分 

件数と脱税額の推移 

について説明され、参加者した77名の地区会員は興味深く熱心

に聴講しました。 

橋本地区協議会会長挨拶 

 

長谷川苫小牧税関支署長 

【４月】 
原産地規則説明会 

［4.12／於：ユートリー[八戸地域地場産業振興センター]（八戸）］ 

函館支部は、４月12日（木）青

森県八戸市において「原産地規

則説明会」を開催しました。 

支部会員の皆様に、経済連携

協定のEPA特恵税率を適用でき

るメリットを得るのに必要な原産

地規則の理解を深めていただく

ことを目的に開催したもので、八

戸開催は一昨年に続き２回目となります。 

講師に東京税関業務部原産地センターから中島調査官・郷士調

査官をお迎えし、原産品に関する原則的規定や原産地規則の手

続的規定について分かりやすく詳細に説明いただいたほか、ケー

ススタディとして事例に即し順序立てた考え方を学びました。最後

に演習問題が出題され、参加者は関係書類から原産品申告書を作

成する作業に真剣に取り組んだことで理解も深まり大変好評でし

た。        

原産地規則説明会 

留萌地区協議会定時総会及び講演会 

[4.23／於：留萌産業会館] 

◎演題：｢最近における貿易動向・税関行政について｣ 

◎講師：函館税関総務部長 中洲亨氏 

稚内地区協議会定時総会及び講演会 

[4.24／於：稚内海員会館] 

◎演題：同上 

◎講師：同上 

中洲函館税関総務部長 

  

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
札幌地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月10日(木) 

◎場所：札幌プリンスホテル 

釧路地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月10日(木) 

◎場所：ANAクラウンプラザホテル釧路 

小樽地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月11日(金) 

◎場所：ホテルノルド小樽 

苫小牧地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月17日(木) 

◎場所：グランドホテルニュー王子 

室蘭地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月18日(金) 

◎場所：室蘭プリンスホテル 

青森地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月21日(月) 

◎場所：アップルパレス青森 

八戸地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月22日(火) 

◎場所：八戸グランドホテル 

釜石・大船渡地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月22日(火) 

◎場所：釜石ベイシティホテル 

秋田地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年５月25日(金) 

◎場所：秋田ビューホテル 

【６月】 
函館支部定時幹事会及び事業報告会、講演会 

◎日時：2018年６月７日(木) 

◎場所：フォーポイントバイシェラトン函館 

根室地区協議会定時総会及び講演会 

◎日時：2018年６月11日(月) 

◎場所：根室商工会館 

東京支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
山形地区講演会 

[2.26／於：ホテルリッチ＆ガーデン酒田] 

◎演題：｢水際を守る 東京税関の現状と課題｣ 

◎講師：東京税関長 藤城眞氏 

東京税関長 藤城眞氏 

  

【３月】 
群馬地区講演会 

[3.6／於：ホテルメトロポリタン高崎] 

◎演題：｢最近の税関行政について｣ 



−12−

支 部 活 動 B r a n c h  a c t i v i t y  

 

 

－12－ 

◎講師：東京税関業務部長 森英樹氏 

東京税関業務部長 森英樹氏 

  

教育セミナー「実地研修（川崎外郵・羽田空港）」（本部・横浜支部

共催） 

[3.15／於：羽田空港] 

新潟地区講演会 

［3.29／於：ANAクラウンプラザホテル新潟］ 

◎演題：｢最近の税関行政等について｣ 

◎講師：東京税関監視部長 栗林靖彦氏 

東京支部では地区活動の一

環として毎年、山形、群馬、新潟

の各地区において税関行政に

対する理解を深めるため、東京

税関幹部の方に講師をお願い

し、講演会を開催しております。

本年度山形地区では、「水際を

守る 東京税関の現状と課題」と

題して、東京税関長の藤城氏から講演を頂きました。税関の使命や

税関をめぐる国際的な状況等に加え、ご自身のご経験を活かし、今

後の社会経済の変化にどのように対応していくべきか、受講者が考

えさせられる話題があり、大いに盛り上がった講演会となりました。

また、群馬・新潟の各地区とも参加者が多く、盛況な講演会でし

た。        

東京税関監視部長 栗林靖彦氏 

【４月】 
教育セミナー「実地研修（東京外郵）」（本部共催） 

[4.12／於：東京外郵出張所]  

東京税関本関見学・業務説明会 

［4.20、24／於：東京税関本関］ 

上記説明会を２回、計60名で

参加者を募集したところ、数多く

の応募がありました。このため、

税関広報広聴室の協力を得て２

日間、計５回実施することとし、

参加者も160名を超え、「来年も

実施して欲しい」などの声もあり、

盛況な見学・業務説明会となりま

した。        

税関広報広聴室担当官による説明風景

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
輸出入者向けNACCS業務説明会（NACCS・横浜支部共催） 

◎日時：2018年５月10日（木）、11日（金） 

◎場所：輸出入・港湾関連情報処理センター㈱会議室 

経済連携協定の原産地規則セミナー 

◎日時：2018年５月16日（水） 

◎場所：青海フロンティアビル会議室 

【６月】 
教育セミナー「実地研修（成田空港）」（本部共催） 

◎日時：2018年６月21日（木） 

◎場所：成田空港 

【７月】 
第68回 東京支部定時常任幹事会・事業報告会・講演会 

◎日時：2018年７月20日（金） 

◎場所：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

横浜支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
横浜税関検数・検定協議会 

[2.15／於：横浜第一港湾合同庁舎] 

検数・検定関係会員と税関関係部門との意見交換会を開催しま

した。検数・検定関係会員からは、「最近の検数・検定の現状につ

いて」の説明があり、税関側からは、「大黒基地非常駐化に伴う船積

確認手続きについて」、「横浜税関における密輸摘発状況につい

て」、「保税地域の推移等について」及び「中古自動車の輸出につ

いて」の説明があり、その後、活発な質疑応答が行われ、大変有意

義なものとなりました。 

最後は、港湾地区における特異事例等を発見、若しくは不審情

報等入手したときの連絡・連携をより一層緊密にすることを確認し、

終了しました。 

千葉地区会員懇談会 

[2.7／於：ホテルポートプラザ ちば] 

横浜税関千葉税関支署長 野谷彰司氏をお迎えして開催した講

演会では、約80名の会員等が、演題「最近の税関をめぐる事情」の

講演を傾聴されました。税関の３つの使命を中心に税関行政の現

状等を詳しく説明頂き、会員等は熱心に耳を傾けておられました。 

松川幹事挨拶 

 

野谷支署長講演 

【2018年２月～４月】 
通関協議会の開催 

◎本関地区ほか13官署において、計35回開催 

海務協議会の開催 

◎本関地区ほか２官署において、計４回開催 

平成30年度 時局講演会 

[4.17／於:ローズホテル横浜] 

◎演題：｢トランプ政権の通商政策と日本の課題｣ 

◎講師：東京大学社会科学研究所教授  中川淳司氏 

国際経済法を専門分野としアジア太平洋地域における貿易・投

資の自由化等を研究テーマとしている中川氏から「トランプ政権の

通商政策と日本の課題」との演題でご講演を頂きました。 

最初にトランプ政権の通商政策の策定の背景等をご説明頂き、

それを踏まえた通商政策の実績と今後の展望、更には、各種通商

政策に対し、日本としてどのような対応を取るべきか等について解り

やすく説明頂き会員から大変好評を博しました。 
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東京大学社会科学研究所 中川淳司氏 

  

 

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
輸出入者向けNACCS業務説明会（NACCS・東京支部共催） 

◎日時：2018年５月11日（金） 

◎場所：輸出入・港湾関連情報処理センター㈱会議室 

東日本海事人研修 

◎日時：2018年５月17日（木） 

◎内容：「貿易一般・港湾運送実務の概要」 

◎場所：横浜市波止場会館  

経済連携協定の原産地規則セミナー 

◎日時：2018年５月31日（木） 

◎場所：横浜市波止場会館 

【６月】 
支部教育セミナー（港と税関業務） 

◎日時：2018年６月５日（火） 

◎場所：宮城県トラック協会 

名古屋支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
四日市地区懇談会・講演会 

［2.14／於：四日市都ホテル］ 

四日市地区において、廣瀨税関長をお招きし、「最近の税関行

政等について」の講演をいただきました。懇談会・講演会には73名

の会員が出席して和やかな交歓のうち親睦を深めて盛会に終了し

ました。 

 

 

 

【３月】 
清水地区懇談会・講演会 

［3.14／於：マナーハウス・エリザベート］ 

清水地区において、廣瀨税関長をお招きし、懇談会・講演会を

実施しました。 

懇談会・講演会には111名が出席し会員相互の和やかな交歓の

うち親睦を深めて盛会に終了しました。                           

 

 

 

平成30年度関税関係法令改正説明会 

［3.27～30／於：名古屋、清水、四日市］ 

日本関税協会は、名古屋税関保税会及び名古屋通関業会と共

催で名古屋税関より講師をお招きし、平成30年度関税関係法令改

正説明会を開催いたしました。名古屋・清水・四日市と３会場で407

名が参加いたしました。      

会場風景 

 

講師 

【４月】 
税関実務研修 

［4.26、27／於：名古屋港湾会館2F］ 

春の「税関実務研修」では、「関税評価の基礎」と経済連携協会

（EPA）での輸出入支援の一環として「原産地セミナー」を取り入れ、

講師は東京税関の原産地センタ―からお招きし内容も豊富でとても

わかりやすいと参加者153名から大好評を博しました。 

なお、今回の研修は名古屋通関業会と初の共催で行いました。       

関税評価講師 

 

原産地セミナー講師 

春期保税事務研修会 

［4.18、20／於：名古屋港湾会館2F］ 

名古屋税関監視部長及び保税事務担当官を講師にお迎えし

「春期保税事務研修会」（役員対象）を実施いたしました。２日間の

受講者229名の方々が熱心に傾聴され、好評を博しました。 

■今後の予定 

【2018年５月】 
名古屋税関保税会 総会 

◎日時：2018年５月16日（水） 

◎場所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

【６月】 
日本関税協会名古屋支部 平成30年度会員懇談会・講演会 

◎日時：2018年６月７日（木） 

◎場所：名古屋観光ホテル 

大阪支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
保税南港会総会 

［2.9］ 
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保税事務研修会 

［2.22／於:大阪市中央体育館（本関、保税南港会、桜友会）］ 

◎講師：大阪税関監視部 担当官 

◎講師：大阪税関調査部 担当官 

研修風景 

 

研修風景 

 【３月】 
 泉州地区通関業務研究会春季講演会 

［3.7］ 

◎演題：｢労働災害の現状と働き方改革の話題｣ 

福井地区保税会定例総会 

［3.12］ 

原産地規則講習会（食料品） 

［3.15/於:エル･おおさか］ 

◎講師：大阪税関原産地調査官 

講習風景 

  

関空保税会定例会 

［3.20］ 

保税南港会幹事会 

［3.30］ 

【４月】 
富山地区会総会･講演会 

［4.9/於:富山第一ホテル］ 

石川地区会総会･講演会 

［4.10/於:ホテル金沢］ 

京滋地区会総会･講演会 

［4.20/於:京都タワーホテル］ 

（各地区会講演会） 

◎演題：「関税政策・税関行政について」 

◎講師：大阪税関長 高木隆氏 

保税南港会新人研修会 

［4.10］ 

関空保税会幹事会 

［4.11］ 

関空保税会総会 

［4.18］ 

南大阪第２部会総会 

［4.28］ 

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
南大阪地区会総会･講演会 

◎日時：2018年５月９日（水） 

◎場所:アゴーラリージェンシー堺 

和歌山地区会総会･講演会 

◎日時：2018年５月15日（火） 

◎場所：ダイワロイネットホテル和歌山 

舞鶴･宮津地区会総会･講演会 

◎日時：2018年５月17日（木） 

◎場所ホテルマーレたかた 

関空地区会総会･講演会 

◎日時：2018年５月24日（木） 

◎場所：関西空港会議場 

福井地区会総会･講演会 

◎日時：2018年５月31日（木） 

◎場所：ユアーズホテルフクイ 

（各地区会講演会） 

◎演題：「関税政策・税関行政について｣ 

◎講師：大阪税関長 高木隆氏 

関空保税会定例会 

◎日時：2018年５月16日（水） 

【６月】 
第69回大阪支部定時幹事会、総会、講演会 

◎日時：2018年６月６日（水） 

◎場所：ホテル日航大阪 

時局講演会 

◎演題：「2020年問題とグローバル・ビジネス―人口激減・マーケッ

ト縮小時代の日本の貿易―」 

◎講師：岐阜聖徳学園大学教授 河野公洋氏 

大手前保税会総会 

◎日時：2018年６月下旬 

神戸支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
「姫路協議会報（第72号）」発行 

［2.1（姫路）］ 

保税業務担当者研修会 

［2.1・2／於：神戸ポートオアシス（神戸）］ 

［2.5／於：水島愛あいサロン（水島）］ 

［2.6／於：日本通運㈱広島支店ビル（広島）］ 

［2.7／於：坂出グランドホテル（香川）］ 

保税業務担当者を対象とした研修会を開催しました。 

神戸税関、各税関支署及びNACCSセンター西日本事務所のご

協力のもと、多数の方が参加され大変有意義な研修会となりまし

た。 

神戸ポートオアシス（神戸） 

 

水島愛あいサロン（水島） 

日本通運㈱広島支店ビル（広島）  坂出グランドホテル（香川） 

保税業務研修会 

［2.8 (新居浜)］ 
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税関業務説明会 

［2.9(福山)］ 

通関連絡会 

［2.20(新居浜)］ 

【３月】 
第61回新居浜港貿易懇話会 

［3.7（新居浜）］ 

経済連携協定の原産地規則セミナー 

［3.8／於：RCC文化センター（広島）］ 

［3.9／於：岡山国際交流センター（宇野）］ 

 RCC文化センター（広島） 

 

岡山国際交流センター（宇野） 

税関業務説明会 

［3.12（浜田）、15（新居浜）］ 

通関連絡会 

［3.20(新居浜)］ 

第54回三島・川之江港貿易懇話会 

［3.27（新居浜）］ 

【４月】 
「協議会報ふくやま（第24号）」発行 

［4.1（福山）］ 

第58回 尼崎協議会 定時総会・講演会 

［4.6／於：尼崎市中小企業センター］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

第53回 姫路協議会 定時総会・講演会 

［4.10／於：姫路キヤッスルグランヴィリオホテル］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

神戸税関長 御園生功氏 

  

第40回 境港協議会 定時総会・講演会 

［4.12／於：境港商工会議所］ 

◎演題：｢税関行政について｣  

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

第47回 宇野協議会 定時総会・講演会 

［4.16／於：ピュアリティまきび］ 

◎演題：｢税関行政について｣  

◎講師：神戸税関総務部長 上川純史氏 

保税部会総会 

［4.16(宇野)］ 

第29回 浜田協議会 定時総会・講演会 

［4.17／於：浜田ニューキャッスルホテル］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

総会風景 

  

通関連絡会 

［4.17(新居浜)］ 

税関幹部との意見交換会 

［4.18（徳島）］ 

第57回 呉協議会 定時総会・講演会 

［4.18／於：呉阪急ホテル］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

総会風景 

  

第13回 福山協議会 定時総会・講演会 

［4.24／於：福山ニューキャッスルホテル］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

第49回 水島協議会 定時総会・講演会 

［4.25／於：倉敷国際ホテル］ 

◎演題：｢税関行政について｣ 

◎講師：神戸税関長 御園生功氏 

保税部会・税関連絡協議会合同総会 

［4.25（広島）］ 

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
第54回 徳島協議会 定時総会・講演会 

◎日時:2018年５月８日（火） 

◎場所:ホテルクレメント徳島 

第58回 新居浜協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月10日（木） 

◎場所:リーガロイヤルホテル新居浜 

第49回 今治協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月11日（金） 

◎場所:今治国際ホテル 

第51回 高知協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月15日（火） 

◎場所:城西館 

第58回 香川協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月16日（水） 

◎場所:オークラホテル丸亀 

第51回 広島協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月18日（金） 

◎場所:リーガロイヤルホテル広島 

第49回 松山協議会 定時総会・講演会 

◎日時: 2018年５月22日（火） 

◎場所:アイテムえひめ 
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【６月】 
第69回 神戸支部定時総会・講演会 

◎日時: 2018年６月12日（火） 

◎場所:ホテルオークラ神戸 

保税業務新任者研修会 

◎日時: 2018年６月20日（水）、21日（木） 

◎場所:神戸ポートオアシス 

門司支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
保税実務担当者研修会（門司・小倉地区） 

[2.14／於：旧大連航路上屋（北九州市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

「保税に関する法令、貨物管理の基礎知識、業務遂行上の留意

事項等」について説明があり、参加者（77名）は真剣に聞き入って

いました。 

研修風景 

  

山口・九州地域講演会 

[2.20／於：ホテルセントラーザ博多（福岡市）] 

◎講師：日本関税協会 河野専務理事 

「平成30年度関税改正等について」と題して、講演会が開催され

ました。講師のこれまでの勤務体験を通じて得た一般的には希少

な内容に、参加者（50名）の中には、特に「情報分析機能」の説明に

興味を覚えたとの感想を述べられる方が複数いらっしゃいました。 

説明に熱がこもる講師 

  

内部監査人研修会（西山口ブロック） 

[2.23／於：下関海陸運送㈱（下関市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏  

今回は、西山口ブロック（宇部、下関地区）の会員を対象に、下

関海陸運送㈱のご協力を得て同社の会議室で開催しました。研修

会には、40名の方が参加され熱心にメモを取られていました。 

研修風景 

  

内部監査人研修会及び保税実務担当者研修会 （南九州ブロッ

ク） 

[2.27、28／於：細島港湾合同庁舎（日向市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

27日の内部監査人研修会には27名、翌日の保税実務担当者研

修会には２８名の方が参加されました。 

研修風景 

  

【３月】 
保税実務担当者研修会及び内部監査人研修会 （大分地区） 

[3.14／於：大分港湾合同庁舎（大分市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

保税実務担当者研修会には37名、内部監査人研修会には40名

の方が参加されました。 

研修風景 

  

EPA利用促進セミナー 

[3.19／於：毎日西部会館（北九州市）] 

◎講師：門司税関原産地調査官    山口達也氏 

◎講師：門司税関首席関税鑑査官  山口京子氏 

◎講師：日本貿易振興機構        小林寛氏 

門司税関、ジェトロ北九州、北九州商工会議所が主催し、当支

部、北九州市等が後援する同セミナーに23名の参加者がありまし

た。 

保税実務担当者研修会（博多・福岡空港地区） 

[3.23／於：福岡港湾合同庁舎（福岡市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 田中浩氏 

門司支部内で最大の保税部会会員数を誇る同地区での研修会

は、いつも午前と午後に分けて実施しています。 

今回も合計111名の参加者があり、会場内は講師の熱い講義と、

実務担当者の聞き漏らさないぞ、との姿勢に会場内は包まれていま

した。 

研修風景 

  

【４月】 
経済連携協定の原産地規則説明会 

[4.12、13／於：熊本地方合同庁舎（熊本市）] 

◎講師：東京税関業務部総括原産地調査官 

：原産地調査官 上原わかな氏 

：調査官 間宮圭吾氏 

東京税関から講師を派遣していただき、経済連携協定(EPA)のメ

リットを活用するうえでポイントとなる原産地規則について説明会を

開催しました。ケーススタディでは、初日に「繊維製品」、二日目に

「食料品」の輸入について解説が行われ、延42名の参加者が熱心
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に受講していました。 

(長崎・沖縄支部と共催) 

ポイントを詳細に説明する講師 

  

内部監査人研修会及び保税実務担当者研修会（岩国地区） 

[4.17／於岩国港湾合同庁舎（岩国市）] 

◎講師：門司税関監視部保税地域監督官 新屋政男氏 

内部監査人研修会には14名、保税実務担当者研修会には17名

の方が参加されました。 

研修風景 

  

岩国地区MOU連絡会 

[4.17／於：岩国港湾合同庁舎（岩国市）] 

岩国税関支署職員が最近の摘発事例等を紹介し、情報提供へ

の協力依頼が行われました。同地区の会員等11名が聴講しました。 

門司・小倉地区MOU連絡会 

[4.25／於：門司港湾合同庁舎（北九州市）] 

◎説明事項等 

(1)密輸に関する情報提供依頼及び連絡事項について（門司税関） 

(2)第6次NACCS業務について<保税関係> （NACCSセンター） 

(3)会員各位からの協議、要望事項について 

以上の項目に沿って説明が行われました。当日は、同地区の会

員87名が参加されました。 

MOU連絡会風景 

  

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
実地研修（博多港見学会） 

◎日時：2018年５月16日(水) 

◎場所：博多港（コンテナヤード・貨物検査場等） 

◎主催：日本関税協会 教育・セミナーグループ 

保税実務担当者研修会（徳山地区） 

◎日時：2018年５月16日(水) 

◎場所：徳山港湾合同庁舎（周南市） 

◎講師：門司税関監視部 保税地域監督官 

【６月】 
平成30年度 定時支部幹事会、定時支部総会、 

保税部会役員全体会議 

◎日時：2018年６月11日（月） 

◎場所：ステーションホテル小倉（北九州市） 

時局講演会 

◎日時：2018年６月11日（月） 

◎場所：ステーションホテル小倉（北九州市） 

◎演題：内外経済情勢と地域経済の現状等について 

◎講師：日本銀行北九州支店 前支店長 緒方公一氏 

保税実務担当者研修会（洞海地区） 

◎日時：2018年６月18日（月) 

◎場所：戸畑税関支署（北九州市） 

◎講師：門司税関監視部 保税地域監督官 

保税実務担当者研修会（西山口ブロック） 

◎日時： 2018年６月22日（金） 

◎場所：下関海陸運送㈱（下関市） 

◎講師：門司税関監視部 保税地域監督官 

長崎支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
第42回合同飼料分科会 

[2.8／於:ホテルニュープラザ久留米(久留米市)] 

飼料製造工場及び関連企業の会員29社36名の出席のもと、講

演会や意見交換等を行う合同飼料分科会を久留米市で開催しまし

た。 

中島精麦工業㈱代表取締役 下川氏の開催挨拶、長崎税関 神

例監視部長の来賓挨拶に引き続き、新屋保税地域監督官から「承

認工場における社内管理体制について」の説明が行われました。 

講演会では、㈱福岡銀行営業推進部総合調査グループ 真田氏

から「金融経済情勢について」と題して講演が行われました。 

その後の懇談会では、終始和やかな扶雰囲気のなか意見交換・

懇談が行われました。 

中島精麦工業㈱代表取締役 下川氏

 

長崎税関監視部長 神例氏 

熱心に聴講される皆さん  

九州・山口地区講演会 

[2.20／於:ホテルセントラーザ博多(福岡市)] 

日本関税協会では、長崎支部及び門司支部賛助会員の皆様方

を対象に、２月20日（火）福岡市博多区のホテルセントラーザ博多

において当協会の河野専務理事による講演会を九州地区では初

めて開催しました。 

貿易実務講座～税関手続き編～ 

[2.28／於:くまもと県民交流館(熊本市)] 

貿易業務に携わる人を対象とした貿易実務講座を熊本市で開催

しました。 

長崎税関（本関）から間地原産地調査官及び八代税関支署熊本

出張所から上野所長を講師としてお迎えし、税関の概要、輸出入
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通関手続き、申告官署の自由化及び経済連携協定に係る原産地

規則並びにAEO制度について分かり易く解説いただきました。 

参加された皆さんは熱心に聴講し、沢山の質問も出されました。 

長崎税関原産地調査官 間地氏 

 

八代税関支署熊本出張所長 上野氏

「関税メールプレス」発行：４回 

【３月】 
「関税メールプレス」発行：４回    

【４月】 
経済連携協定原産地規則説明会 

[4.12・13／於:熊本地方合同庁舎(熊本市)] 

日本関税協会では、長崎支部、門司支部及び沖縄支部と共催に

より、東京税関業務部総括原産地調査官 上原原産地調査官及び

間宮調査官を講師にお迎えして原産地規則説明会を熊本市で開

催しました。 

初日に「繊維製品」、二日目には「食料品」の輸入に関して、原産

地規則の基本的事項の解説やケーススタディ、原産地証明演習を

取り入れながら分かりやすく解説いただきました。 

(門司・沖縄支部と共催) 

熱心に聴講される参加者の皆さん 

  

平成30年度第１回保税業務講習会 

[4.24／於:長崎税関（長崎市）] 

[4.26／於:よかセンター鹿児島（鹿児島市）] 

長崎税関監視部 飯田保税地域監督官及び調査官から保税業

務の経験が浅い方を対象に、保税実務の基礎を中心に説明をいた

だきました。 

保税地域監督官 飯田氏、江上氏 

  

税関業務説明会 

[4.25／於:（大牟田市）] 

貿易関係の業務経験が比較的浅い人を対象に、税関業務説明

会が開催されました。 

はじめに、三池税関支署江住統括審査官から税関の組織や業

務概況についての説明、その後、麻薬探知犬のデモンストレーショ

ンが行われましたが、身近に見る麻薬探知犬の嗅覚の鋭さに目を

見張り、驚きの声が上がっていました。 

三池税関支署統括審査官 江住氏 

 

麻薬探知犬によるデモンストレーション

「九州経済圏各港の貿易額」発行  

「2017全国港別貿易額表」発行   

「関税メールプレス」発行：６回   

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月】 
保税業務講習会（八代地区） 

◎日時：2018年５月８日（火） 

◎場所：八代厚生会館（八代市） 

保税業務講習会（佐世保地区） 

◎日時：2018年５月11日（金） 

◎場所：佐世保港湾合同庁舎（佐世保市） 

保税業務講習会（三池地区） 

◎日時：2018年５月25日（金） 

◎場所：三池港物流福祉センター（大牟田市） 

貿易実務講座（門司支部と共催） 

◎日時:2018年５月29日（火）、30日（水） 

◎場所:佐世保商工会議所（佐世保市） 

「関税メールプレス｣発行 

【６月】 
平成30年度長崎支部 定時幹事会 

平成30年度長崎支部 定時支部総会 

時局講演会 

◎日時:2018年６月15日（金） 

◎場所:ザ・ホテル長崎（長崎市） 

｢関税メールプレス｣発行 

沖縄支部 

■主な活動 ··················································································  

【2018年２月】 
関税関係法令等講習会 

[2.6、7] 

参加者：８科目に20社延べ126名受講 

沖縄国際物流関連ビジネスモデル創出事業（中古輸出ビジネス

モデル実証事業）への参加 

[2.7] 

【４月】 
法令改正等説明会（沖縄地区税関主催） 

[4.12] 

経済連携協定原産地規則説明会 

[4.12・13／於:熊本地方合同庁舎(熊本市)] 

(門司・長崎支部と共催)  

■今後の予定 ············································································  

【2018年５月～】 
支部講演会 

◎日時:2018年５月17日(木) 

定時総会 

◎日時:2018年７月19日(木)  



ＡＥＯ研修のご案内
─AEO事業者には研修が義務づけられているのをご存知ですか？─
AEO事業者には貨物の安全管理と法令遵守を確保するため、従業員に対し、定期的かつ継続的

に研修を⾏うことが義務づけられていますが、「社内研修がマンネリ化している」「社内では満
⾜な研修を⾏えていないので外部研修があれば活⽤したい」といった声を数多くいただいており
ます。

今般、日本関税協会では、こういった多くのAEO事業者様のご要望にお応えすべく新しく
「AEO研修」をご⽤意いたしました。

AEO研修は、適正通関に必要な基礎的な知識及びAEO制度に関する必要な情報及び事例研究か
ら構成されており、すでにAEOを取得された事業者様のみならず、AEO取得を目指しておられる
企業様にもお役に⽴てる内容となっております。ぜひご活⽤をご検討ください。

公益財団法人日本関税協会
JAPAN TARIFF ASSOCIATION
調査・研究グループ (担当者：芦村）

〒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6F
TEL：03-6826-1433 FAX:03-6826-1435
URL：http://www.kanzei.or.jp/

なお、2018年より企業者様毎にカスタマイズした企業別研修も承っております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

日時：2018年 10月 1日（月）
時間：９：３０－１７：００
場所：連合会館
（東京都千代田区神田３丁目２番11号）

通関とAEO実務を網羅したオリ
ジナルテキストで通関実務未経
験者にも丁寧に解説します。

受講終了時に「修了証」を発⾏。

一般価格 １８,０００円／名（教材費・消費税込）
会員価格※ １３,０００円／名（教材費・消費税込）

※日本関税協会賛助会員、貿易実務部会員、又は
CIPIC会員の方で、研修日当日に会員資格を有して
いる方

【講師紹介】

【受講料】

【日程】【講座内容】
午前（9:30-12:30）

午後（13:30-17:00）

・AEOと税関を取り巻く環境
・AEO制度の概要と輸出⼊⼿続
・関税分類

・関税評価制度
・AEO制度とセキュリティ（事例研究）
・AEO制度とコンプライアンス (事例研究)

日時：2018年 9月 10日（月）
時間：９：３０－１７：００
場所：神⼾国際会館セミナーハウス
（神⼾市中央区御幸通８丁目1番6号）

神⼾会場
（残席わずか）

東京会場

※ 都合により講師は予告なく変更することがありますので、その旨ご了承ください。
松本 敬 : 1973年⼤蔵省(現財務省)⼊省(神⼾税関)｡財務省税関研修所教官､インドネシア関税局⻑政策顧問(JICA専門家)

関税局課⻑補佐(APEC担当)､WCOアジア太平洋キャパシティビルディング事務所⻑､関税国際交渉専門官､
WCO事務局対外調整官､⼤阪税関総務部⻑などを経て退官｡WCOに8年間勤務しAEO制度の導⼊⽀援等多くの
キャパビルに従事｡現在は､日本関税協会調査・研究担当部⻑兼CIPIC事務局⻑｡WCO認定専門家(税関業務診
断､通関所要時間調査)｡⻘⼭学院⼤学経営学研究科で教鞭を執る｡

宮崎千秋 : 1966年⼤蔵省(現財務省)⼊省(門司税関)｡⾏政官在外研究員(米国派遣)､関税局課⻑補佐(品目分類担当他)､
WCO事務局TA､財務省税関研修所主任教官､関税局特殊関税調査官､同国際協⼒専門官､東京税関調査保税部次
⻑､神⼾税関監視部⻑､横浜税関業務部⻑､同監視部⻑などを経て退官｡神奈川⼤学経済学部非常勤講師｡米国税
関⼿続の調査､新関税評価の導⼊作業､HS導⼊及び運⽤､米国スーパー301交渉､京都規約改正作業､ASEAN共
通関税率表の作成及び同FTA原産地規則研修教材作成等に深く関与｡(著書及び執筆:関税分類､関税評価､貿易
の円滑化と税関⼿続関係等)

浦井茂穂 : 1978年⼤蔵省(現財務省)⼊省(関税局総務課)｡関税局課⻑補佐､財務省税関研修所教官､各税関通関総括担当統
括審査官､神⼾税関総務部⻑､財務省税関研修所副所⻑などを経て退官｡現在､日本通運(株)顧問本社AEO監査部
門責任者､東京国際⼤学講師(非常勤)｡関税政策の企画･⽴案､関税率表の作成､通関制度の改正､通関､保税､事後
調査等に深く関わる｡AEOに関しては幅広い知識と経験を有し､制度･実務の双方に精通している。

協会WEBサイト → AEO事業者連絡協議会 → AEO研修 →「参加申込書」に記載のうえ、
メールアドレス：jtas_aeo@kanzei.or.jp まで添付して送信してください。追って請求書を
発⾏いたします。請求書が届きましたら、研修開催日の12営業日前までにご送⾦ください。
お申込送信メールの件名は「AEO研修 会社名」でお願いいたします。

【お申込方法】
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