ASSOCIATION OF INTERNATIONAL
BUSINESS ADVISERS（愛称：AIBA）

一
般
社団法人

http://www.trade-advisers.com/

だより

AIBA編集部 Tel: 03−3255−2477
発行人：渡辺 肇幸
編集人：清水 晃、 編集者：吉田 忠志

第73号 2014年7月発行

2．今後の施策

第12回 AIBA 定時会員総会を終了して
理事長

渡辺

貿易アドバイザー協会

肇幸

第12回 AIBA 定時会員総会は6
月28日 ( 土 ) に開催、原案通り承
認されました。12期は売上高及
び営業利益は創立以来最高とな
り、まずまずの決算でした。後援・
協賛諸団体のご支援並びに会員
の皆様のご協力の賜物です。し
かしながらまだまだ発展の余地が残されています。

1．今期運営方針
AIBA 創立の精神に鑑み、定款に基づいた運営を行い
ます。黒字の定着を図り、組織として一定の利益留保
を目指します。来年度に予定されている事務所移転に
備え、費用を積み上げておくことが必要です。
国際ビジネスコンサルタント団体としての事業の充
実・拡大を行います。
（1）顧問契約と専門家派遣事業の充実・拡大：
このためには多くの会員が得意とする貿易実務や
国際マーケテイングに加え、国際生産、対外・対
内直接投資、国際経営の知見が必要です。
（2）試験事業：
受験者増により、コンサルテイング事業以上に安
定した収益事業となります。AIBA 認定貿易アド
バイザー試験は、当協会会員を選抜する唯一の手
段でもあります。会員1名が1名勧誘すれば、そ
れだけで300名以上の受験者が集まります。有能
な会員を多く集めることができ、AIBA の発展に
つながります。

多数の会員の活動参加、各種案件対応、協会運営へ
の参加、新会員の各種事業参入により、事業の更なる
活性化を行います。
（1）営業活動を更に強化します。
（2）本部事務所勤務者の増加により、緊急案件の対
応を行います。
（3）支部運営：地方情報の入手、本部支部の共同事
業により、地方の国際ビジネス支援を行います。
（4）全省庁統一競争資格昇格の昇級を実現し、より
大きなビジネスを目指します。
以上いずれも当たり前のことですが、これらの地道
な積み上げが業績の向上につながります。会員の皆様
のご協力をお願いします。
（編集注：総会での理事長挨拶の動画は AIBA ウェブサ
イトの会員ページで見ることができます )

AIBA 会員総会あいさつ
ジェトロビジネス情報サービス部長

佐藤

隆正

ご紹介にあずかりましたジェトロの佐藤です。本日
は AIBA 様の年次総会にお招きいただきましてまことに
ありがとうございます。
AIBA 様が法人設立されて12度目の総会とのこと、ま
すますの盛会をお慶び申し上げます。
渡辺理事長の下、会員の皆様がそれぞれにご活躍さ
れた成果だと思います。この一年、ジェトロの輸出有
望発掘事業、新興国進出支援事業、ファーストパス事
業などにもご参加いただいており、この場をお借りし
まして深く感謝申し上げます。
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この6月でアベノミクス1年半を経過したところです
が、政府からのジェトロへの期待は相変わらず高く、
ありがたく感じているところです。昨年の成長戦略に
おいて、国際展開戦略として対内直接投資の活性化・
新興国市場の開拓さらには経済連携の推進、戦略市場
創造プランとして農林水産品・食品輸出の拡大といっ
た分野においてジェトロの役割が求められ、ジェトロ
としても努力してしっかり成果を積み重ねてまいりま
した。
6月24日に閣議決定された新成長戦略におきまして
も、同様の分野でジェトロへの役割が記載されていま
す。対日投資促進、農林水産物の輸出促進、日本食文
化の普及、訪日外国人の増加、新興国への進出支援に
一層力を入れてまいります。
昨年はじめました海外進出1000社支援のプログラム
も1500社に目標を上方修正しましたし、国際即戦力育
成インターンシップ事業も200人枠が230人に増枠され
ております。
こうした政府の期待と平行して自治体からのジェト
ロへの期待も高まっており、今年は浜松、佐賀、水戸
に地方貿易情報センターを新設しました。国内は40事
務所。海外もビエンチャンに事務所を新設し計74事務
所となっています。
このようにジェトロへのニーズは質・量ともに拡大
しており、ジェトロを利用しようというお客様層も拡
大しております。以前は貿易・投資の経験ある企業様
からの問い合わせが多かったのですが、この一年、ま
るで海外進出など考えていなかった企業様からの問い
合わせも多くなっております。特に中小企業からの問
い合わせの場合、担当者でなく代表者からの問い合わ
せであることもあり、一層ていねいな対応が必要になっ
ているなと感じているところです。
こうした状況ですから貿易のスペシャリスト集団で
ある AIBA 様の活躍する機会もますます拡大してくると
思いますので、よろしくお願い申し上げます。例えば
ご存知の企業様にファーストパス事業をご紹介されつ
つ支援するなど、皆様の国内に広くお持ちのネットワー

佐藤部長あいさつの様子

クが生かされるのではと思ったりします。
最後に、会員の皆様におかれましては、くれぐれも
健康に留意されご活躍いただきたいと思います。あり
がとうございました。

第12回 AIBA 定時会員総会の報告
事務局長

清水

晃

第12回 AIBA 定時会員総会が、平成26年6月28日（土）
千代田区神田駿河台の連合会館201会議室にて開催され
ました。午後2時に開会が宣言され、定款の規定に従い
渡辺理事長が議長に指名され、まずご来賓のジェトロ
ビジネス情報サービス部部長 佐藤隆正様よりご挨拶を
頂戴致しました。その後会員よりの質問、それに対し
ての佐藤部長よりのご回答がありました。ご来賓ご退
席の後、議題に入り、まず平成26年5月15日現在 AIBA
会員総数329名の内、出席50名、委任状提出199名、合
計249名にて過半数の定足数を充足し、総会は有効に成
立したことが宣言されました。
議事は、次の通り進められ、いずれも異議なく賛成
多数にて承認されました。第一号議案 第12期事業報告
と決算報告、第二号議案 第7回 AIBA 認定貿易アドバイ
ザー試験2014及び対策ゼミ実施計画、第三号議案 第13
期事業計画の説明と予算案審議、第四号議案 役員に対
する支払報酬。
以上の議事の終了後、渡辺理事長の挨拶が有り、各
支部の第12期活動報告、第13期活動計画が各支部長よ
り九州支部、中国四国支部、関西支部、東海支部、北
日本支部の順に発表されました。更に本部三役（理事
長、副理事長、専務理事）と各支部長で支部会計処理
の打合せが行われました。その後、午後5時30分より、
場所を変えて会員交流会が開催され参加希望者44名が
出席、盛会の中、午後8時30分に閉会致しました。

支部の年間活動報告・計画
□ 九州支部長

塩田

深雪

九州支部の平成25年度の活動についてご報告いたし
ます。まず支部定例会についてですが、平成25年度は4
月に福岡にて第1回目を開催し、10月には大分の豊後高
田市にて第2回目を開催いたしました。8年前に自営業
を始めて以来、定例会に参加できなかった豊後高田市
在住の会員である石丸氏にも久しぶりに会い、そば処
「響」にて彼の打ったそばを頂きながら近況を伺うこと
もでき、充実したものになりました。
次にアドバイザーとしての活動ですが、昨年度より
アジアビジネスセンター（ABC）や九州経済連の国際
ビジネス推進室（IBC）、商工会議所を訪問し、AIBA の
PR 等図って参りました。特に国際ビジネス推進室には
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数名のアドバイザーを登録しておりますが、残念なが
ら具体的な案件等はありませんでした。
また、アドバイザー認定試験については、九州では4
名が受験するも、残念ながら合格者を輩出することは
できませんでした。今年度はひとりでも合格者を出す
べく、周知活動に取り組みたいと思っております。
最後に平成26年度の活動方針についてですが、支部
会員間の ML のさらなる活用と年2回の支部定例会によ
り AIBA 会員としてのモチベーションの維持・高揚を
図っていきたいと思います。ちなみに、本年度2回目の
定例会は沖縄での開催を予定しております。
また、ABC や IBC 等その他の貿易関連組織との連携
強化により、セミナー講師やアドバイザー業務の獲得
を目指してまいります。

□ 関西支部長

太田

理一

経済環境の厳しい折、中小企業はいやおうなく外国
企業との競争にさらされます。一つには自主的海外展
開、もう一つには海外企業の国内展開に遭遇するとい
うものです。このうちの積極的展開はわが国経済の活
性化には不可欠のものであります。座して死を待つの
ではなく自ら展開し海外企業との競争に立ち向かうと
言う姿勢が必要であります。
支援の一つに管理できないから撤退したい、と言う
ような会社です。
「ちょっと待ってください。折角の経
営資源です。なんとか廻るように支援し、人材も育成
しますからもう少しがんばりませんか。」単に人材がい
ないだけのことであるならば何とかなります。ここで
アドバイザーの出番があるわけです。国内だけでやっ
ていけるような企業はごく少数であり、大多数は海外
からの攻勢にさらされ、四苦八苦しているのでは無い
でしょうか。何とかこうした企業の海外展開・取引・
現法経営を支援し、同時に外部に頼らず自力で海外展
開を進めて行けるための若い人材を育成することを主
眼にしたいと思います。単独ではまだ個人ボランティ
アの段階ですが、AIBA 理事関西支部長として、ご縁の
あった会社さんを手弁当で訪問したり、とに角名前を
広めることが優先ですので営業に積極的な会員の業務
支援をしたりしています。これが関西支部会員全体に
いきわたりベクトルが一致して更に強くなり、より広
範な社会貢献ができるようになれば自ずと依頼者は集
まると思います。
また、選ばれたベンチャーの場合は支援さえ怠らな
ければ必ず成功し成長する経営資源を持っていますの
で、適切で一人歩きできるようになるまでの息の長い
支援が必要です。こうした FS など総合的な支援を会員
ができるよう会員相互の研鑽が望まれますので、機会
を設けて、枝葉末節に捕らわれない明るく元気で何で
もありの関西支部に任期中はしていきます。金太郎あ
めのような組織ではなく真の国際化に必要な何でも受

容する組織とするならば、関西支部規約の一期2年再任
不可は様々な人が自分の思いで運営していける素晴ら
しい制度かと思います。
関西支部の皆さん、またこうした思いに賛同される
会員の皆さん、共に日本の為がんばろうではありませ
んか。

□ 東海支部長

常川

八司雄

平成25年度の東海支部活動報告および平成26年度の
活動計画は次の通りです。
（1）平成25年度活動報告
- 年6回の例会の開催
- 対策セミナーの開催
- 認定試験名古屋会場での実施
（2）平成26年度活動計画
- 年6回の例会の開催
- 関西支部との合同名古屋港見学会（11月予定）
- 対策セミナー 10月18日（土）名古屋国際センター
- 認定試験 11月22日（土）愛知県産業労働センター
（3）現在の問題点
- 会員が新旧交代時期に来ている。
- 高齢化で実際に動ける者が少なくなっている。
（4）今後の方針
- 現役の方に勉強の場を提供するためにも例会の充
実に努力したい（ただし毎回会場と講師の確保に
苦労しています）。
- 地域のジェトロ情報センターと連絡を密にして
いく。

□ 北日本支部長

畠山

茂雄

平成25年度の北日本支部活動報告および平成26年度
の活動計画は次の通りです。
（1）平成25年度活動報告
- 三役（支部長、副支部長、会計）のミーテイング：
仙台市4回実施、情報交換
- 北日本支部会員の名簿作成、配布
- 首都圏勉強会の資料一部、AIBA だより等の郵送
- AIBA 一次試験の実施：
仙台会場2名、札幌会場1名、北日本支部管轄2名
合格、会員
（2）平成26年活動計画
- 支部会員の名簿作成・配布
- 役員三役のミーテイング：
4月13日、5月6日実施済み
- 北日本支部総会：
5月31日松島「ホテル一の坊」にて一泊2日で開
催済、部会員5名参加（議長委任6名）
- 食品輸出の勉強会：
5月31日実施済、講師：関西支部 岡部健太郎会員、
AIBA 食品グループ 野本功司会員参加、宮城県の
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代表蔵「一ノ蔵」視察、試飲等
- AIBA 試験の対策セミナーの実施：
仙台会場（将来的には札幌でも可能になるよう
に検討）、平成26年10月12日（日） 仙台市情報・
産業プラザ5 F
- AIBA 一次試験の実施：
平成26年11月22日（土）、仙台会場（仙台市・産
業プラザ6 F セミナールーム定員24名）、札幌会
場（札幌シミンホール会議室定員24名）

「AIBA」ロゴ商標登録よもやま話
網谷

昭寛（茨城

＃001）

AIBA ウェブサイトの各ページ右肩や会員用名刺左肩
に付いている「AIBA」ロゴは当協会に専用使用権が認
められている商標ロゴです。来年9月には10年の更新
期限を迎えます。この機会に AIBA 創立以来、最近まで
AIBA 業務に携わってきた者として、この商標ロゴ制定
に至る経緯を振り返って見たいと思います。

1．「AIBA」の呼称
1996年1月にジェトロ認定輸入ビジネス・アドバイ
ザ ー 試 験 の 第1期 と 第2期 合 格 者122名 が 参 加 創 立 し
た「輸入ビジネス・アドバイザー連絡会」の英文名が
Association of Import Business Advisers だったため、誰
言うともなくその略称 AIBA を愛称として、創立と殆ど
同時にスタートした会員情報誌「AIBA だより」のタイ
トルにも使用するようになりました。現在の「一般社
団法人貿易アドバイザー協会」の英文名は Association
of International Business Advisers, GIA と定款にも記載
されておりますが、既に使い慣れた「AIBA」という呼
称を引き継ぐよう工夫された英文名と言えましょう。

2．ホームページ開設
2002年3月 AIBA（当時の団体名「貿易アドバイザー
協議会」）は、担当理事のご尽力で立派なホームページ
を立ち上げましたが、トップページ右肩には「JETRO」
のロゴが付いていました。AIBA の知名度がゼロに近い
環境に鑑み、ジェトロ試験担当部の特例のご了承を得
ていました。その後、幸運にも中間法人法施行により
少額基金で法人化が可能となり、同年7月「協議会」の
全額出資で有限責任中間法人貿易アドバイザー協会を
設立し、将来の成長のためには AIBA ロゴの登録が自衛
策としても急務であるとの認識により、ロゴ策定に注
力しました。

3．「AIBA」ロゴの完成
たまたま、当時の菅野英明会員（# 282）から「息子
が米国で著名なアートスクール Rhode Island School of
Design を卒業し日本の業界に籍をおく新進デザイナー

ゆえ協力を頼んでみよう」との申し出を受け、何点か
の AIBA ロゴデザインの作成を依頼、理事会で検討の上、
現在の AIBA ロゴが誕生しました。色彩もコーポレート
カラーとして「朱赤」がベストと理事会の多数決で決
定しました。本当の薄謝しか受け取って貰えなかった
同会員のご協力には厚く感謝しています。

4．「AIBA」ロゴの商標登録
2005年1月26日、「AIBA 」ロゴが特許庁に商標登録
出願されました。ところが、同年春に「AIBA 」商標は
相葉・相場・饗庭等の固有名詞に該当するので新規登
録できないと特許庁から却下されました。しかし、担
当弁理士が「相当年月の AIBA 商標使用実績を証明する
文書を提出すれば改めて再審査する」との特許庁の意
向を得、｢AIBA だより｣ 第1号以降30数回分の保存現
物等を証拠品として提出し、その結果2005年9月22日、
本件商標登録が認められました。
2009年4月には新公益法人3法の施行と中間法人法廃
止により、AIBA は「一般社団法人貿易アドバイザー協
会」に呼称変更となり新定款を登記しましたが、
「AIBA
」ロゴはそのまま使用されています。

モスクワだより～ロシア市場への進出について
吉次

正（モスクワ

＃484）

6月にモスクワを訪れた日本の若手経営者の視察団
との会合に招かれて、中小企業のロシア進出について
の意見交換の機会を得ました。参加者が一様に驚かれ
ていたのは、ロシアの人々が、日本という国、日本人、
日本製品に対して極めて好意的であり、関係の深化を
望んでいるという事実でした。日本でのロシアに関す
る報道は、ウクライナ問題を始めとする政情に関する
ものがほとんどで、欧米諸国との対立の構図で語られ
ることが多いことも相まって、ネガティブな印象を抱
いていたロシアに於いて、ダイナミックにビジネスが
展開され、日本企業（主に大企業）が長期的な視点を持っ
て進出し、様々な困難を克服しながら、着実に業容を
拡大されていることを目の当たりにされ、従来のロシ
ア観が大きく変わったとの印象を持たれていました。
日本に対する好感度がビジネスの成功に直結する訳
ではありませんが、日本企業というだけで信頼しても
らえる「ジャパン・プレミアム」はロシアでは間違い
なく存在します（ロシア人の対日観がどのような歴史
的経緯に基づいて醸成されたのか、興味深い研究テー
マですが、いずれにせよ日本人の先達の方々が築かれ
たものであり、感謝の気持ちを忘れずに保ち続けたい
と思います）。
パートナー選定はビジネスの成否を決定する最重要
要因の一つですが、資本主義国になって20年以上経過
し、経営者のモラルや順法意識も向上しています。日
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ロ間のビジネス・マッチングサービスを提供する会社
（ロシア人女性社長は元日本企業社員で日本語堪能）も
あり、取引を開始するきっかけを見つけることは、今
日ではそれほど困難ではありません。
一方で、実際にビジネスを開始してみると、計画策
定や計画に基づく行動が苦手なこと、想定するビジネ
ススパンや投資回収期間が極めて短期であること、小
売業では小売店が商品陳列棚代支払を求めるといった
商慣習の違い等、日本とロシアの様々な相違点に直面
することになります。言葉の問題では、英語教育が普
及してきたとは言え、英語は依然としてプレミアム・
ファクターで、モスクワやサンクト・ペテルブルグで
も英語でビジネスが出来る相手は限定され、地方都市
では更に減少します。従業員雇用の際、英語能力は給
与増額要因となります。また、個人的な感覚として、
英語での商談時に収集できる情報量は、ロシア語に比
して半分以下になるように思えます。
私の勤務する専門商社では、新興市場としてロシア
を位置づけ、進出のための初期の実験的な試みを行わ
れる製造業のお手伝いをする機会が多々あり、上記の
相違に起因する問題の解決のためのバッファーの役割
を果たしています。
一般論として、あるものの価値（プライス） 認識に
差がある場合、そこにビジネスのチャンスを見出すこ
とができます。グローバル市場に於いて、その差は時
間をかけて（或いは瞬時に） 解消されます。ロシア人
の日本の製品に対する高い価値認識に、まだ多くの日
本人が気付いていません。進出に際して克服すべき様々
な困難を勘案しても、腰を据えて取り組む覚悟があれ
ば、中長期的にはいわゆる先行者メリットを享受できる
余地が十分に残されている市場だと言えると思います。

若手経営者との意見交換会（モスクワにて）（右端が筆者）

思い出のトルココーヒー
行方

久智（埼玉

＃530）

西田佐知子の『コーヒールンバ』と聞いて、この
AIBA だよりの読者の皆様の中には、若い頃を思い出さ
れる方も多いのではないでしょうか（1961年、最近で

は2001年に井上陽水がカバーしています）。
♪昔アラブの偉いお坊さんが
恋を忘れたあわれな男に
しびれるような香りいっぱいの
こはく色した飲み物を教えてあげました
♪やがて心うきうきとっても不思議のムード
たちまち男は若い娘に恋をした～～～
40年程前、大学でアラビア語を始めた頃に、初めて
教授の研究室で、小さなポットに極細のコーヒー粉と
一つまみの砂糖を入れて直火で温めて飲んだのがトル
ココーヒーとの出会いでした。その美味しさに驚いた
ことを鮮明に覚えています。当初5，6人が参加してい
たアラビア語の授業も1人欠け2人減り、いつの間にか
1対1の個人授業となって抜け出せなくなり、とうとう
6年間研究室に通い続けました。学部も違い単位も無
いのに良く続いたものだと思います。授業はと言えば、
研究室を抜け出して構内にある丘に登ったり、池の周
りを二人で逍遥しながら講義を聴いていたものです。
最近、たまに昼食後に入る‘やなか’という喫茶店
で、焙煎もやっている店ですが、トルココーヒー用に
細かく挽いてくれるのを見つけ、ものは試しと懐かし
く思い、標高2500 m で栽培されているエチオピア産モ
カ・イルガチェフェの深煎り極細挽きを100 g だけ挽い
てもらいました。浅草、河童橋に行けばトルココーヒー
用のポット（ジェスヴェというそうです）が見つかる
のではないかと捜しましたが、やはり1軒の専門店で銅
製のポットを見つけました。しかし余りに高いためア
ラブ風さながら値引き交渉を試みたのですが難攻不落、
一円も！負けて貰えませんでした（さすが日本、さす
が浅草です）。アラブで鍛えた価格交渉力も功を奏せず
ネゴ力の無さを反省させられました。
早速家に帰り、ポットにコーヒー粉と砂糖を直接少
し入れて直火にかけ、トルココーヒーを淹れてみまし
た。アァ、懐かしい味。懐かしいアロマ。やはり美味
しい味でした。日本の喫茶店では飲むことのできない
アラブの味がしました。
アラブ諸国に旅行や出張で行かれた時は、是非喫茶
店に入ってこう言って注文してみてください。
「qahawa
turkiiya !（カハワ トルキーヤ）」トルココーヒー下さい
と。このひと言で、すぐにアラブの友人になれること
請け合いです。そして飲み終わったら「haniiyan ！（ハ
ニーヤン）」
（コーヒーを飲んだ後に言うことば）と言っ
てください。いかついボーイの顔も驚きと笑みに変わ
るはずです。
（追記）
冒頭のアラブのお坊さんが、何故コーヒーを飲んで
いたかというと、イスラムにはお坊さんは居ませんの
で、導師（イマーム）か修行僧でしょうが、砂漠の中
のモスクでの修行の際に眠気を覚醒させる為に飲んで
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いたのがコーヒーでした。当初長らくは、宗教上の
秘薬とされていたそうです。アラビア語ではカハワ
（qahawa）といいこれが coffee の語源になっています。
アラビアからオスマントルコに伝わり、ウィーンを経
由して欧州パリに伝えられ coffee の起源になりました。
オスマントルコが1683年頃にウィーンを包囲した時に
伝わりました。
因みに、コーヒーを中心に輸入食料品を扱っている
「カルディア」というチェーン店がありますが、この名
前は、イエメン地方でコーヒー豆を見つけたヤギ飼い
の名前に由来しています。
ア ラ ビ ア 語 で は“ 飲 む ” と い う 動 詞 は シ ャ リ バ
（shariba）と言いますが、ここから更にシャーベットに
変化して来ました。
珈琲の起源：日本語の当て字「珈琲」は、珈＝小さい
豆、琲＝赤い色でコーヒーの赤い実を表しています。
日本へは18世紀末にオランダから紹介されたそうで、
津山藩の蘭学者宇田川榕菴が「蘭和対訳辞典」で紹介
したのが「珈琲」の始まりになります。
我々貿易関係者に関係の深いロイズ保険組合の前身
も17世紀末のロンドンにあったロイズ ･ コーヒー・ハ
ウスからスタートしているのも興味深いものがありま
す。コーヒーって紳士の飲み物だったのですね！

トルココーヒー用のポット（ジェスヴェ）

「ものづくり」のデジタル化
～3Ｄプリンターなどの動向
寺尾

邦彦（東京

＃270）

＜ MAKERS ＞
2年前、洋書売り場で“MAKERS – The New Industrial
Revolution”
（ 著 者 Chris Anderson） と い う 書 籍 を 見
付けました。小生は「ものづくり企業」の海外営業部
門出身ですが、製造業者（メーカー）という英語には
通常“Manufacturers”が多用されているのだが、何故
“Makers”なの？と興味を抱き、早速購入しました（著
者のアンダーソンは7～8年前に、インターネット・ビ
ジネスにおける「ロングテール」（恐竜の尻尾） 現象
を唱えたことなどで有名）。
アンダーソンは「MAKERS」の中で、ものづくりに
ウェブを導入することにより、起業家精神に溢れた製

造業を創出することができること、従来の大量生産方
式から職人モデルへの回帰が可能になること、メイカー
ズ（デスクトップ工房））に必要不可欠なツールとして、
3 D（三次元）プリンター、② CNC 装置、
③レーザーカッ
ター、④3 D スキャナーの「四種の神器」があると述べ
ています。
コンピュータを活用した設計・製造・エンジニアリ
ング (CAD/CAM/CAE) は、数十年前から、大企業のみ
ならず中小企業にも普及してきていますが、アンダー
ソンは大量生産や熟練工に独占されていた生産方法を、
ウェブ（クラウド技術）活用の3 D プリンター等により、
小規模の起業家や家庭にもより手軽なものとして普及
できるという変革の可能性を強調しています。
＜3 Dプリンター＞
3 D プリンターの開発は1980年代に日本や米国で既に
始まっており、特に目新しい技術ではありません。若干、
専門的になりますが、従来は RP (= Rapid Prototyping)
と呼ばれ、光造形による試作品として利用されてきま
した。3 D プリンターの特徴は、材料から不要部分を
切削して加工する「除去加工」ではなく、3次元デー
タ（3 D-CAD）をベースに、材料の積層（薄い層の積
み重ね）を繰り返すことにより3次元形状のもの（立
体物）を造形する「付加製造（加工）」（AM = Additive
Manufacturing）にあります。
米国では2012年にオバマ大統領が同国製造業復活の
ための戦略のキーとして、AM 技術の開発や人材育成等
への投資を発表後、関係省庁・団体・企業等が“America
Makes”
（NAMII）を組成し、産官学一体で取組んでおり、
また欧州、日本など各国の関心も強くなっています。
2009年に FDM 法（熱可塑性樹脂を溶融しながら造形
していく方式）の特許期限が切れたこともあり、関連
メーカーの新規参入、市場競争が激化しています。
この1～2年、「ものづくり革新の秘密兵器」（日経ビ
ジネス、2013年3月25日号）、「徹底解剖：3 D PRINTER
にできること」（METI Journal、2013年8・9月号）など
の特集記事やマスコミ報道などで大きく取り上げられ
たこともあり、いささか加熱気味のように感じます。
2013年および2014年6月開催の「日本ものづくりワー
ルド」（設計・製造ソリューション展、機械要素技術展
など）で3Ｄプリンターや関連機器が大々的に展示・紹
介されました。筆者はどちらにも見学に行きましたが、
特に昨年は、小型装置（約10数万円？）で樹脂を積層し、
フィギュア（人形）を短時間で作成する PR デモが物珍
しく、黒山の人だかりでした（主に家庭用や小規模事
業者向け）。
大型装置（1台数千万円～1億5千万円規模）は自動
車部品、航空・宇宙、医療分野向けに開発（加工素材：
ニッケル、コバルト、アルミ、チタン系など金属粉末）。
米国 GE は航空エンジンの燃料ノズル部品に採用。医療
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関係では歯科義歯やインプラント、精密心臓シミュレー
ターなど。（造形方式には、産業用やホビー用に応じて
いろいろな種類と特徴があるが、省略）
＜3 Dプリンター導入のメリット＞
一般的に、①開発コストの削減、②リードタイムの
短縮、③試作品の内製化によるデザイン、形状、機能
に対する評価が容易、④複雑形状部品などの多品種少
量生産への採用などが掲げられています。今後、試作
品から量産品への採用増加も予想されています。
日本の「ものづくり」の特色は、関係者間の「摺合せ」
による情報共有、創意工夫ですが、今後、3 D プリンター
の普及により、技術開発や製造現場での自由で、新た
な発想が生まれることが期待されています。
＜光と影＞
上記のような「光」の部分だけではなく、「影」の部
分もあります。最近、米国では家庭でも樹脂製の拳銃
が作れるという設計図がインターネットに公開された
事案があり、日本にも波及し摘発されました。このほど、
フィラデルフィア市では、3 D プリンターを使用した銃
製造を禁止する条例が施行されたと報道されています
（6月30日付け日経（夕刊））。
今後、3 D プリンター等の普及に伴う国際取引が増加
する可能性があるので、安全保障貿易管理面での慎重
な対応が不可欠と考えます。

ドイツ製グライダーの
レストアリング（修復）ワーク（前編）
清水

正明（埼玉

＃047）

地球上に注がれる太陽の熱エネルギーによって生ま
れる巨大な上昇気流に乗って上空に舞い上がり、青空
を滑るように飛ぶグライダー（滑空機）を見た会員、
グライダーに搭乗して静かな空の散歩を楽しんだ方も
おられるでしょう。
1名又は2名のパイロットが乗り込み、動力源である
エンジンを駆動せずに長時間を飛行するグライダーは、
日本の法律により「航空機」と規定されます。わが国
の航空法第2条は、「航空機とは人が乗って航空のでき
る飛行機、回転翼機（ヘリコプター）、滑空機および飛
行船などの機器をいう」と定義しており、「1～2名乗り
のグライダー」も、「600～800名の乗客を乗せて1万キ
ロ超の遠隔地まで音速に近い速度で飛行する2階建て超
大型ジェット機」も同格の扱いです。
多くのグライダーは、「HS 番号：8802 . 20 . 000、自重
が2 , 000 Kg 以下の航空機」の区分に入り、輸入関税は
無税です。 現在はドイツ、フランス、チェコなどの欧
州の航空機メーカーが製作しており、残念ながら近代
的工業立国を誇る日本では全く生産されていません。

全て輸入に依存しています。
私は、スカイスポーツとしてグライダーの飛行を楽
しむために、20数年前から K ソアリング・クラブに入
会しており、好天気の日曜日には千葉県の S 滑空場へ
出向いて、広い関東平野の空を飛び回っています。
クラブ会員としては、「長老組」ですが、滑空は技量
保持が精一杯であり、ともすれば技量低下が気に掛か
るところです。滑空技術は「学習」と「経験」に拠るので、
ベースの「学習」が途切れると技量は低下の方向へ向
かいます。人間は、「人が乗って飛行できる機械を操っ
て空を飛べる」のであって、自分自身では飛行能力は
一切持ち合わせていないためです。飛行能力について
は、蚊やトンボの方が優れているといえます。
「ドイツ製グライダーのレストアリング（修復）ワー
ク」は、今から2年ほど前、S 滑空場を運営する NPO が
国内の A 大学から埃に塗れた古いグライダーを譲り受
けたことから始まりました。
NPO 内で、外観からは何等の不具合な個所が見当た
らないこの機体は、純正部材・部品を使い、最善のグ
ライダー製作技術を投入してレストアリングすれば、
新品と同等性能を持つグライダーに修復できると判断
し、ワークに取り掛かることになりました。ドイツで
は既に生産中止されていますから、修復は成功すれば、
2度目の誕生を果たした機体として、各国のグライダー
界で話題になると噂が出た程でした。
修復しようとするグライダーは、ドイツのアレクサ
ンダー・シュライハー社製の複座式 ASK 13型、日本の
登録番号「JA 2399」を持ち、グライダーのみならず航
空機パイロットの初等訓練機として、未だ世界中で広
く使われている傑作機です。1965年にドイツ人のドル
フ・カイザー技師によって設計され、鋼管、航空木材、
ガラス繊維強化プラスチックと羽布 ( グライダーや軽飛
行機の翼や胴体に張る軽くて丈夫な亜麻布 ) を主材料と
しています。
主な構造は、溶接鋼管構造の胴体、羽布で覆われた
木製骨組の主翼と水平・垂直尾翼であり、ひと昔前の
主流であった技法を使っています。前後席に座る2名の
パイロットは、大形の一体型透明キャノピーを通して、
良好な視界を得ることができます。
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滑空する ASK13 型

この ASK 13型は、1966年に初飛行して以来、1978年
までに700機以上が販売されており、JA 2399機の製造
番号は668号であることから、いわゆる「枯れた技術」
によって製作されており、あらゆる改善がなされてい
ますから、欠点は皆無に近い完成された機体といえ
ます。
特に練習用グライダーと高く評価される特徴は、飛
行中に失速や錐揉みに入っても、その回復操作は容易
である点です。更に、機体は十分な強度を持ち、整備
も簡単であることも挙げられます。実はグライダーの
機体強度は、大型ジェット旅客機のそれよりも勝るの
です。

輸出者から見た安全保障
永野

靖夫（東京

＃068）

去る3月29日と5月31日の二回に亘り、安全保障貿易
管理について講演を致しました。両日とも、多数の方
にご聴講して戴き、誠に有難うございました。又、同
様の講演を7月19日に大阪で、更に一寸先になりますが、
12月6日には名古屋で致します。関西及び中部の皆様に
お会いできるのを楽しみにしております。

で4 , 000円ですが、それだけの価値は十分あると確信致
します。お蔭様で AIBA 内では好評を博しており、現在
外部の方への PR に注力している最中です。
最後に、字引について若干解説させて戴きます。申
すまでもなく、法律用語の定義は各法律の劈頭に出て
きます。即ち、同じ用語であっても、法律によりその
意味するところは微妙に違ってくることがあり、この
点に注意してどの法律も読んでいく必要があります。
そこで、この字引では、各用語の末尾に当該用語がど
の法律のどの条文に出てくるかを述べておきました。
このような形式の字引は他にはありません。従って、
外為法を勉強し始めた方、顧客を指導される立場の方
にお役に立つと考えます。なお、字引は A 4で73頁、単
行本一冊程度あり、近々出版社に持ち込むことを考え
ております。
本誌をお読みになっている皆様がご購入をご検討戴
ければ幸いです。

1．様変りする安全保障
さて、3月の講演で今年の安全保障は様変りすると申
しましたが、その3日後の4月1日に、防衛装備移転三
原則が閣議決定されました。これにより、従来原則輸
出禁止であった武器（1の項の貨物）が防衛装備品の名
の下で、「移転を認め得る場合を限定し、透明性を確保
しつつ、厳格審査を行うこと」を条件に海外移転が認
められました。「武器輸出」という固い言葉から「防衛
装備品の海外移転」という柔らかな表現になった点に
も注目すべきでしょう。これは一種の規制緩和と考え
た方が判り易いかもしれません。

2．なかなか理解が難しい
一方、安全保障はなかなか判り辛いとお感じの方も
多いと思います。その背景には、施政者の立場ではな
く、施政される輸出者の立場から見た安全保障の解説
が中々見出せないこと、これに加えて、安全保障の手
頃な字引がないことが挙げられるでしょう。
この二点が解決できれば、安全保障はもっと取組み
やすくなる筈です。このように考え、冒頭申し上げま
したごとく講演をさせて戴きましたし、今後もこの立
場を堅持していくことに変りはありません。

3．DVD と字引の販売
既にお気付きかもしれませんが、現在、貿易アドバ
イザー協会（AIBA）のホームページに3月29日の講演
DVD と字引の頒布のご案内をしております。この二つ

( 編集注：この「安全保障貿易管理」の DVD は AIBA が
販売元です。首都圏勉強会における永野会員の講演を
収録した DVD 1枚と、特典として永野会員が7年間の歳
月をかけて集めた安全保障貿易管理関連の用語・資料
集が添付されています。安全保障の分野ではここまで
まとまった用語・資料集は見当たりません )

首都圏地区
5月31日（土）
5月度勉強会
講 師：永野靖夫 会員 ( ＃068）
テーマ：「輸出者から見た安全保障貿易管理」
概 要：3月31日の勉強会に引き続き永野会員に安全保
障貿易管理について講演して頂いた。主なポ
イントは次の通り。①3月29日講演の復習、②
どこに最新の情報はあるか、③直近の話題か
ら（武器輸出三原則他）、④事後審査と事後調
査、④包括許可申請の実際、⑤その他注意す
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べき点・・等。
場 所：東京都産業貿易センター浜松町館
第1・2会議室
参加者：55名

動につきお話いただいた。
勉 強 会：
・株式会社ロジコム国際物流部上北部長より同社が
取り組む国際物流につき講演をいただいた。
例会後、同会場で懇親会を開催しました。下期例会
は12月に松山市で開催予定となります。他支部の方の
ご参加を大いに歓迎しております。

東海支部
4月19日（土）
4月例会
講
演：「関税評価と事後調査」
講
師：関税評価コンサルタント 樋田敬氏

2014年4月から6月の期間に AIBA－NET で交わされた
貿易実務に関する情報、質疑などの主なテーマを抽出
しました。詳細については、AIBA－NET でのやりとり
を参照ください。

会員講義：「タイでの新会社設立の手続き」
講
師：井垣公寿 会員（＃648）
場
所：愛知県産業労働センター会議室
参 加 者：20名

関西支部
5月10日（土）
2013年度関西支部定時総会
場 所：大阪市内ドーンセンター
参加者：26名（＋委任状27名）
内 容：
・関西支部長挨拶
・議長（大田支部長） 選出
・1 - 5号議案承認（25年度活動・決算報告、26年度活動・
決算計画の承認、他）
・役員改選、新役員挨拶
・新旧会員による自己紹介
5月度定例会
（総会の後、同じ会場で開催）
連絡事項 ( 太田支部長 )
外為講座（神屋会員 ＃346）
勉強会「貿易関連証明書について」
・講師：大阪商工会議所国際部 課長 松本敬介氏
・概要：一般原産地証明書、外国原産地証明書、イ
ンボイス証明、サイン証明、特定原産地証明
書等の詳細に関する説明と講演
終了後、有志による懇親会を開催。関西支部では新
たに6名の新入会員を迎え、総勢60名で新年度のスター
トを切りました。ベテランに加え、この数年若いメン
バーも増えてきており、新たな切り口で支部活動を展
開する計画です。AIBA 会員諸氏のご理解とご支援をお
願いします。

4月
消費税の取り扱い
オーストラリアへの車コーティング剤の輸出
貿易代金決済手段としてのPayPal（インターネット決済）
貿易業務管理ソフト
輸出者符号について
アメリカへの送金決済
5月
契約書における捨印の有効性・必要性について
中国の「来料加工」について
アルゼンチンの輸出代金決済
コンテナーマネジメントフイーの運賃加算
輸出価格
中国の現地法人の営業所設置
わが国の輸入申告時の課税価格
インコタームズ DAP
6月
ベトナムへの輸出コンサルタント

2014年4月から6月の当協会会員による貿易アドバイ
ザー活動についての報告をまとめたリストです。公表
を避けて未報告の活動案件も多数あると推定されます
ので、本リストでは活動全般を網羅していないことを
あらかじめお断りします。

中国四国支部
5月17日（土）
平成26年度上期定例会・勉強会
場
所：ホテルガーデンパレス広島
来賓講話：
・ジェトロ広島の高橋所長よりジェトロの最新の活

鈴木 貞雄（静岡 ＃309）
4 / 23
ジェトロ静岡、ジェトロ浜松、浜松商工会議所主催
貿易実務入門講座「輸出入に関する貿易実務」
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概略：輸出実務（外為除く）（初日）、輸入実務（外
為除く）（2日目）、※（註） 外為は名倉有一
アドバイザーが担当
場所：浜松商工会議所
木村 徹（東京 ＃347）
5 / 23
日本関税協会主催
貿易実務講座「ロールプレーで学ぶ貿易実務」
概略：国際物流で使用されている書類を実際に作成
しながら貿易取引を学ぶ
場所：日本教育会館
6/3
日本関税協会主催
通関士講座「関税定率法 通則」
概略：通関士試験の頻出問題である通則の解釈
場所：日本教育会館
6/5
日本関税協会主催
通関士講座「品目分類」
概略：通関士試験の頻出問題である品目分類
場所：日本教育会館
6 / 28
日本関税協会主催
通関士講座 演習「通則と品目分類」
概略：通則と品目分類の演習問題と解説
場所：日本教育会館

弓場 俊也（大阪 ＃415）
5 / 13
和歌山県庁企業振興課主催
海外バイヤー商談会「レザー＆テキスタイル・ミー
ティング」
場所：和歌山ロイヤルパインズホテル
5 / 15
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「ドバイへアパレル輸出」
場所：ジェトロ神戸貿易情報センター
6/6
関西アーバン銀行主催
貿易実務個別相談会
場所：関西アーバン銀行本店
6 / 19
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「合皮靴の欧州輸出マーケティング」
場所：ジェトロ神戸貿易情報センター

木村 徹（東京 ＃347）
4月
日本関税協会発行
貿易実務ダイジェスト2014年4月号
ロジスティクス講座
概略：① 物流システム－1（WMS（倉庫管理システム）
）
、
② 国際海上コンテナの陸上における安全輸送
マニュアル
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2014年4月号
これでわかる！貿易実務入門
概略：センシティブ品目
5月
日本関税協会発行
貿易実務ダイジェスト2014年5月号
ロジスティクス講座
概略：① 物流システム－2（TMS（運送管理システム）、
他）、② 荷主勧告制度の改正
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2014年5月号
これでわかる！貿易実務入門
概略：EPA と FTA
6月
日本関税協会発行
貿易実務ダイジェスト2014年6月号
ロジスティクス講座
概略：① 物流システム－3（WMS システム導入のポイ
ント）、② パナマ運河100年の歴史
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2014年6月号
これでわかる！貿易実務入門
概略：TPP と医療と保険

佐藤 利光（千葉 ＃144）
4 / 1（契約日）
貿易アドバイス契約（通年）
ドイツ流量計メーカー Weber Sensor Ltd.
概要：同社商品を日本企業に輸出する件にかかる提
案、輸出業務推進 / 輸出実行後の顧客サポー
ト業務等
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ここでは AIBA-NET 上で交わされた貿易実務に関する
テーマと回答者を選んで、その回答者に内容をまとめ
ていただいております。

相
談

在中国出張所の支店変更

回答者：貫洞

孝彦（広島

＃440）

在中国100％出資子会社の出張所（弁事処）を支店（分公司）に変更したいのですがどうすればよいでしょうか。

回
答

弁事処から分公司への変更は、まず弁事処の抹消登記を行い、次に分公司に転換する必要があります。
一般的には次のような手順を踏みます。ただし、地域により提出を要求される書類が異なる場合があり
ますので、設立・抹消手続に通じた現地の会計事務所等に相談・依頼することお勧めします。
申請手順
1．董事会決議
2．本社主管部門への申請

申請に必要書類

受領する書類

外商企業の分枝機構を設立・抹消の董事会決議書を作成する
（1）申請書・董事会決議書
（2）その他要求される会社の基本書類

・主管部門の認

3．本社管轄地の工商管理局 （1）分枝機構 ※登記（抹消）申請書
で、本社営業許可証の変更 （2）設立認可証
登記
（3）主管部門の認可通知書
（4）本社の営業許可証コピー
（5）董事会の設立（抹消）決議書
（6）直近の資本金検査報告書
（7）組織番号証
（8）分枝機構の不動産関連書類
（9）企業首席代表の身分証明書類
（10）その他工商局が要求する資料

・変更後の営業許可証

4．分枝機構設立地での開業・ （1）分枝機構設登記（抹消）申請書
抹消登記
（2）設立認可証
（3）主管部門の認可通知書
（4）本社の変更後営業許可証コピー
（5）董事会の設立（抹消）決議書
（6）直近の資本金検査報告書
（7）分枝機構の不動産関連書類
（8）企業首席代表の身分証明書類

・分枝機構設立地での営業
許可証
・弁事処の場合は、登記証
（抹消の場合は返還）
※現在、外商投資企業の
弁事処は、工商登記なし
で開設することできる

5．その他行政機関での登記

同左

3．の変更登記に準じる。
ただし、弁事処の場合は、外貨・税務・
財政。統計・税関登記は不要

※分枝機構とは、分公司もしくは弁事処を設置することを意味し、次の2形態がある。
①分公司：外商投資企業本店の営業範囲内の営業活動が認められる形態
②弁事処：連絡業務に限定され、営業活動が認められない形態

会員へのお知らせ
◆ 鳥取県東南アジアビューロー業務委託契約の一年延長
担当理事 服部 浩一
昨年、鳥取県より契約期間5カ月（平成25年11月～

平成26年3月）で鳥取県東南アジアビューロー運営業
務を受託しましたが、今年4月に、さらに業務委託を平
成27年3月まで1年間延長することで合意し、契約更新
を致しました。
タイでは、軍部によるクーデターによってタクシン
派・反タクシン派の激しい衝突はある程度抑え込まれ
ているようですが、今後の展開については不透明な状
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況です。このため、新規案件の着手という点での企業
活動は停滞しているように感じられます。
一方、鳥取県はタイを中心とした東南アジアからの
観光客の誘致に熱心に取り組んでおり、これに呼応し
てスカイマークは昨年12月に米子鬼太郎空港と神戸・
東京・茨城間に定期便を開設しましたので、関西・首
都圏への海外観光客の鳥取県へのアクセスがより容易
になりました。
さらに、鳥取県は東南アジアに鳥取県サポーターを
育成する目的で、「スマイルサポーター事業」を立ち上
げ、今回このプロジェクトの第１弾として、鳥取県が
国内滞在費・国内旅費を負担するという形で6月25日か
ら2週間の予定でタイの若者4名（20代～30代前半）が
鳥取県内の企業・家庭・観光地等を訪問することとな
りました。AIBA（鳥取県東南アジアビューロー国内事
務所）としても、この事業が今後とも円滑に進むよう
協力をしてゆきたいと考えております。

◆ AIBA 本部事務所の移転について
事務局長

清水

晃

AIBA 本部事務所のある昌平橋ビルは、東京都住宅供
給公社が建設・所有のビルで、都営住宅（5階～10階）
及び東京都交友会が管理している貸事務所（地下～4階）
として利用されております。ところが耐震性補強に難
点があり全ての入居者は退去、ビルは取り壊されるこ
とが決定されました。東京都交友会は、2015年9月を退
去期限とする退去通知を2014年9月に AIBA 宛出状する
予定とのことです。
従い AIBA は、2015年9月までに本部事務所の移転を
おこなう予定です。その為に事務所移転実行委員会（仮
称）を設置し、立地選定、移転に伴う費用・移転日程・
新事務所レイアウトなどを検討、実行となります。移
転は第14期（2015年4月～2016年3月）の事業として実
施されることになります。皆様のご協力、ご支援をお
願い申し上げます。

第120回 AIBA 理事会
日
時：平成26年5月24日（土） 午後2時開会
場
所：AIBA 本部事務所
出席理事：渡辺肇幸、大河内竹雄、井上隆彦、富田慶久、
菊池祐二、岩田静生、熊木信義、池田一広、
熊本一夫、芝田政之、服部浩一、清水晃、
畠山茂雄、常川八司雄、太田理一、新崎誠司、
塩田深雪（理事17名出席、定足数を充足）
欠席理事：高梨義紀、山本千誉
出席監事：鈴木忠幸、伊東仁一
議
事：渡辺理事長の司会により下記の議事を行った。

（1）渡辺理事長より、この理事会議事録署名人富田
理事指名。
（2）清水事務局長より会員在籍報告：AIBA 会員名簿
2013年5月15日現在324名、2013年度新入会員19
名、 退 会2014年3月31日 付11名、 ご 逝 去2013年
度3名、AIBA 会員名簿2014年5月15日現在329名
（3）大河内副理事長より2013年度事業の報告、承認。
（4）渡辺理事長より AIBA 認定貿易アドバイザー試験
2013年度及び実力養成講座・対策ゼミの実施報
告、承認。
第1次試験は受験申込者88名、合格者19名、第2
次試験は2014年1月26日合格者19名。
（5）井上専務理事より2013年度決算案の報告、承認。
（6）大河内副理事長より2014年度事業計画の報告、
承認。
（7）渡辺理事長より AIBA 認定貿易アドバイザー試験
2014年度及び対策ゼミ実施計画の報告、承認。
第1次試験は2013年11月22日土曜全国一斉、同日
同時刻に実施予定。試験場所は東京、大阪、名
古屋、広島、仙台、福岡、札幌予定。2次試験は、
2015年1月下旬東京、大阪にて実施予定。合格発
表2015年2月上旬。
（8）井上専務理事より2014年度予算案報告、承認。
（9）支部報告
以上により本日の議事終了、理事長閉会を宣し、
午後5時閉会。
議事録署名人：理事 富田慶久

〈編集後記〉
★ウクライナや中東諸国では緊迫と混迷した情勢が
続き、地政学的リスクが高まっています。しかし、
米国では企業の利益率は上昇、雇用情勢も改善、
ダウ平均は初の17 , 000ドル台に達しました。金融
危機後の安値から160％の上昇です。日本におい
ても、アベノミクス効果といえるのでしょうか、
多くの企業が前年度の決算報告で最高利益を計上
しています。
★ AIBA 総会が開催されました。前年度は数値目標
をクリアーし、売上高および営業利益は創立以
来最高の実績を達成したとの報告です。事業内
容も貿易実務業務から国際ビジネスのコンサル
タント業務へと幅が大きく広がってきています。
★ AIBA ロゴが誕生して今年の9月で10年目に入り
ます。今では AIBA の知名度も高いですが、AIBA
ホームページ立ち上げ当時は AIBA ロゴもなく、
また AIBA の知名度も低いため、JETRO のロゴを
有効に活用していたという涙ぐましい話も懐か
しいものとなりました。
（TY）
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AIBA認定

貿易アドバイザー試験 2014

主 催:

一般社団法人

貿易アドバイザー協会（AIBA）

後援：日本貿易振興機構(ジェトロ）、一般社団法人 日本貿易会、日本商工会議所、
一般社団法人 日本商事仲裁協会、一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
協賛：一般財団法人 貿易・産業協力振興財団（ＩＴＩC）

■試 験 日
■試験会場
■試験科目
■受験資格

1次 2014年11月22日
（土）
２次 2015年１月下旬予定
1次 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌 ２次 東京・大阪
1次 貿易英語、貿易実務、国際マーケティング
2次 小論文 (事前提出) 審査と面接
原則3年以上の貿易実務経験を有する方

貿易アドバイザー協会は、会員に対する情報提供等により会員共通の利益を図るとともに、
当法人と会員の活動を通じてわが国の貿易の発展と国際協力の促進に貢献することを目的とし、
その目的に資するための事業を行っています。

実力養成セミナー(対策ゼミ）2014

詳しくは、貿易アドバイザー協会

経験豊かな現役の認定貿易アドバイザー達が講師となって、難関突破への
道を早めるお手伝いを致します。

全国5都市で同内容の受講ができます。

内容：1 次試験 3 科目全般及び 2 次試験対策
時期：2014 年 9 月～10 月
場所：東京、大阪、名古屋、広島、仙台（予定）
講師：AIBA 会員

貿易アドバイザー協会

検

索

http://www.trade-advisers.com/
をご覧下さい

【受講料】 ￥9,000 / 1 回

お問い合せ：一般社団法人

貿易アドバイザー協会 (AIBA) 試験事務局

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-5 昌平橋ビル2F
TEL: 03-3255-2477 FAX: 03-3255-2478 E-mail: aiba-nintei@trade-advisers.com
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柴田・千田国際税務・会計事務所
( 対象国 : 日本、欧米、アセアン、中国等 )
【1】法人税・相続税案件
【2】通商
① 移転価格税制 : 文書化、事前確認制度、移転価格税務調査対応、移転価格税務訴訟
② 関税・VAT: 関税・VAT 相談、文書化、評価申告、事後調査対応、関税税務訴訟
【3】防衛装備移転三原則・運用指針の下での「安全保障貿易管理」( 事務所顧問 : 永野靖夫 )

いい仕事を届けます
千田
（＃621）

柴田
（＃508）

永野
（＃068）

●東京事務所●

所 長 ：柴 田 篤

〒102 ー

0083 東京都千代田区麹町 4 ー 3 ー 5 紀尾井観光ビル 3F
TEL：03 ー 3264 ー 5271
お問い合わせ
E ー MAIL： info@japan ー jil.com

「読む字引･･安全保障とその周

お気軽に
辺」
お問合せ下さい
( A 4 で!約

近々講演の
定

●大阪事務所●

所 長 ：千 田 昌 明

〒532 ー 0003

大阪市淀川区宮原 5 ー 1 ー 18
新大阪 サンアールセンタービル 11F
7 0 頁 、 大 凡 1 1 万 字)
TEL： 06 ー 6350 ー 7100
お問い合わせ
DVD とセットで販売予
E-MAIL： info@cita110.com

安全保障に取組むには最適で
す!!

「読む字引 ･･
「輸出のすすめ方」 安全保障とその周辺」
平成 23 年 6 月第 2 版出版
総代理店契約にも言及！

（A4で約73頁、大凡11万字）
講演
（3月29日開催）
のDVDとセットで販売中
安全保障に取組むには最適です !!

「輸入のすすめ方」
平成 21 年 4 月第 5 版出版

「輸出のすすめ方」

上記 2 冊 は、ジェトロより出版
→

平成23年6月第2版出版

著者： 永 野 靖 夫

AIB A 認定貿易アドバイザ ー
柴田･千田国際税務･会計 事務所顧
問

総代理店契約にも言及！

「輸入のすすめ方」

h tt p:/ / w w w. b o u e kite n b o u.
co m

平成21年4月第5版出版
上記 2 冊は、ジェトロより出版
著者：永野靖夫（#068）
AIBA認定貿易アドバイザー
柴田･千田国際税務･会計事務所顧問

移転価格が重要視される時代！
ご不明な点は、
お気軽にお問い合わせ下さい。
柴田 篤
（＃508）

本人
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http://www.bouekitenbou.com

