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新理事長に就任して
理事長

菊池

貿易アドバイザー協会

裕二

前回の理事会で理事長に選任され
ました菊池です。
日頃は AIBA の活動にご協力いた
だき心より御礼申し上げます。
私は、大手電機メーカーの出身で
貿易部門での多様な商品の海外営業
と本社の調達本部での調達業務に従事しました。調達
本部では、調達本部中国拠点設立のステップとして香
港に調達本部駐在員事務所を設立し所長として駐在し
ました。コスト競争力のある中国部材の全社活用推進
や中国製造会社の調達力強化に取り組みました。調達
本部では、全社調達方針の策定と米州・欧州担当とし
てその地域の製造工場への方針徹底や全社共通部材の
集中契約などにも取り組みました。
定年後は、ジェトロ、ミプロなど公的機関の貿易ア
ドバイザーに従事し、現在はミプロの貿易投資アドバ
イザーなどを務めています。
私は、ジェトロ輸入アドバイザー試験の第一回試験
合格者です。受験の経緯は、私が前職の会社からジェ
トロに出向した年にこの試験が始まりジェトロより紹
介されたことによります。その後設立された AIBA の前
身である輸入ビジネス・アドバイザー連絡会の理事を2
年務めました。前職の会社を定年後再度 AIBA の理事に
就任し、事業担当や試験事務局長などの業務を担当し
ました。
先般の理事・監事の選任に関しては、前期の三役な
どが今期立候補されず全員退任されました。一方、新
たに立候補する理事は少なく立候補者は定款員数を下
回りました。理事の半数が新しい理事になりましたが、

事業の継続に支障をきたさないよう一般会員の業務支
援協力も得ながら新しい理事会をスムースに立ち上げ
たいと思います。また、今後、役員の理事会に関する
議論は理事会内で行うことを徹底したいと思います。
事業計画に関しては、売上金額の大きい大口取引先
の売上が今年度は大幅に減少しますが、その減少分を一
般企業向取引の拡大などでカバーする予定です。売上の
事業収益の源泉を特定の事業に過度に依存しない安定
した収益源を確保することが AIBA の喫緊の課題です。
一般企業向け取引は、昨年度開始した貿易コンシェ
ルジェサービスなどにより引合いが増加し担当理事や
協力いただいた会員のご尽力で売り上げが前年比倍増
しました。この活動は一般企業に徐々に受け入れられ、
引合い件数は本年度に入り急増しています。
一般企業には、貿易実務支援、貿易人材の育成、有
望取引先の照会など公的な貿易相談機関では対応が困
難なコンサルティングニーズがあります。
日欧 EPA や TPP などのメガ FTA の発効などにより新
しいビジネスチャンスも生まれています。この取り組
みの強化により会員に提供できる新たな仕事が生まれ
ます。そして AIBA の知名度の上昇にも寄与します。
AIBA の主力事業である試験事業は、試験運営委員会
のご尽力で昨年度は後援団体も増加し受験者数の減少
傾向に歯止めがかかりつつあります。メガ FTA の発効
などにより新たな分野の人材ニーズも生まれています
ので、研修や試験問題にこのような動向を反映してい
きたいと思います。
ITIC の助成金を有効に活用し受験者の増加に取り組
んでいきたいと思いますので会員の皆様の受験者勧誘
に更なるご協力をお願いいたします。
今期は経営環境が厳しいため全般的なコストの見直
しと削減に取り組む所存です。
ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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AIBA 会員総会あいさつ
ジェトロお客様サポート部長

三根

伸太郎

一般社団法人貿易アドバイザー協
会様の第17回年次会員総会の開催お
めでとうございます。
また、平素より AIBA の皆様には
ジェトロ事業でお世話になってお
り、この場をお借りしました厚く御
礼申し上げます。
私共の貿易投資相談課からも AIBA メンバーとして本
日2名参加していると聞いております。よろしくお願い
致します。
本日は、三点お話をさせていただきたいと思います。
第一点は、世界情勢の変化への対応です。ジェトロ
に寄せられた2018年度全体の貿易投資相談件数は初め
て10万件を超えました。
皆さんもよくご存知の通り、昨年度は中国との輸出
入における企業コードや12月30日からの TPP 11、2月1
日からの日 EU・EPA の発効、最近では米中貿易摩擦に
係る日系企業への影響などで多くの相談が寄せられま
した。
今月下旬、大阪で開催される G 20での米中首脳会談、
日米首脳会談などの動向が注目されますが、ジェトロ
では、最新動向をホームページや海外ビジネス短信、
最新事情セミナーで発信し、各地でセミナーを開催し
ております。
先ほど申し上げた世界経済情勢のキーワードに加え
て、ビジネス環境では、世界的なデジタル貿易の拡大、
海外販路に向けた電子商取引として越境 EC ビジネス増
えております。
ジェトロは海外のパートナーと提携し、商品の事前
買付を行うリスクのない形でジャパンモールの出展を
しています。
「未来投資戦略2019」でも記述がありました高度外
国人材については、「高度外国人材活躍推進プラット
フォーム」のポータルサイトを立ち上げ、企業におけ
る高度外国人材の活用を支援しております。
第二点は、ジェトロの変化についてです。
2019年度より第5期中期計画がスタートしました。今
期は世界情勢の変化や日本政府、企業からのニーズを
踏まえてジェトロの組織再編が行われました。
従来からある中堅中小企業の海外展開支援、農林水
産物の輸出促進、対日投資の促進、通商政策への貢献
の4本柱は変わっておりませんが、新たにスタートアッ
プ企業支援などイノベーションやデジタル貿易、高度
外国人材活用に対応する事業を推進致します。
お客様サポート部では、名称変更はありませんでし
たが、オンライン情報課が企画部データ情報統括課へ

移行し、替わって様々な産業部に分かれていた新輸出
大国コンソーシアム事業（伴走型のハンズオン支援な
ど）を集約した海外展開支援課が加わりました。
農林水産物の輸出支援については、農林水産部が販
路支援については担当しますが、海外進出については
海外展開支援課が担当します。
ご登録いただいた約8 , 500の中堅中小企業、地域未来
牽引企業など、専門家によるハンズオン支援で成功で
きるよう支援させていただくほか、スポット支援等を
通じて企業の抱える様々な課題解決を図って参ります。
これまでの貿易投資相談、海外ブリーフィング、ミニ
調査サービス、ジェトロ・メンバーズ、オンライン貿
易実務講座とも一体となった、シームレスなサービス
を企業に提供し、企業の海外展開の段階別、ニーズ別
のサービスを提供して行きたいと思います。
第三点は、国内外のネットワークの拡充です。
ジェトロは海外54カ国74拠点、国内48拠点のネット
ワークを有しています。昨年度には7月に滋賀（彦根）、
11月に奈良にジェトロ貿易情報センターを開設しま
した。
19年度は埼玉県からの要望を受け、49番目の拠点と
してジェトロ埼玉貿易情報センターを設置することを
発表（6 / 10）し、今年11月よりサービスを始めます。
これで国内47都道府県すべてにネットワークが構築さ
れ、地元の自治体、経済団体とともに中堅中小企業の
支援を推進して参ります。
最後にお願いが3点ございます。
1つは、AIBA の皆様におかれては、海外展開を進める
中堅中小企業に対してアドバイスをする専門家として、
引き続きジェトロと共にサポートをお願い致します。
海外展開に意欲のある企業は首都圏のみならず地方
にも数多くあり、AIBA の地方ネットワークの拡充によ
る支援をお願い致します。
2つ目は、ジェトロの各種サービスをよく知っていた
だき、共に学び、中堅中小企業の様々なニーズにお応
えできるよう支援をお願い致します。
ジェトロでは FTA・EPA などの海外展開に関するセ
ミナーや最新海外事情のセミナーを WEB セミナーとし
てライブ配信・オンデマンド配信（1か月）し、昨年度
は年間26本実施致しましたが、半分近くが地方にある
企業の方に視聴いただきました。
今後は、海外調査部や海外事務所とも連携し、米中
貿易摩擦などホットな話題のセミナーを開催致して参
ります。
昨年度はジェトロのオンライン貿易実務講座の速習
シリーズ（輸出商談編、英文ビジネス e メール編）が
スタートしており、AIBA にも相談業務の対応をしてい
ただいております。
これまでの貿易実務シリーズ・基礎編、応用編、英
文契約編、中国輸出ビジネス編とともに速習シリーズ
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は受講時間を減らし、ここだけは知っておきたいノウ
ハウシリーズとなっております。
また、ジェトロ・メンバーズには、セミナー無料枠
など様々な限定メニュー特典や割引サービスがありま
すので、企業の皆様にご活用いただきたいと思います。
3つ目は、是非、
「企業からの声」をよく聞いていただき、
ジェトロに対するご提案やご要望を、AIBA ネットワー
クを通して伝えていただければ幸いです。
貿易アドバイザー協会様、ご臨席の皆様のますます
のご発展とご健勝を祈念致しましてご挨拶とさせてい
ただきます。
ありがとうございました。

次に懇親会は同カフマンホール左半面を使用して午
後5時より催されました。総会終了後直ぐに始まり、41
名の大勢の方が参加されました。それぞれが各種飲み
物、料理の皿を片手にご歓談頂きました。ご出席の元
理事長、前理事長お二人から、各新任役員、新入会員
の皆様とほとんどすべての出席者が順次マイクをお持
ちになり、ご挨拶、ご意見の披露、熱心な自己紹介など、
時の過ぎるのを、忘れてしまうほどでした。
出来れば来年は、総会、懇親会にもっともっと多く
の会員にご参加頂きたく心よりお願いする次第です。
AIBA の発展を目指して頑張って行きましょう！

理事会開催の報告
理事

事務局長

清水

晃

○第154回理事会
日 時：2019年5月18日（土）午後1：30〜5：00
場 所：AIBA 本部事務所
出席理事・監事：理事13名出席（ 総数15名 ） 監事2
名出席（総数2名）
議 題：会計報告、事業報告、理事・監事改選、総
会式次第、その他
○第155回理事会
日 時：2019年6月22日（土）午後5：00〜5：15（総
会終了後）
場 所：AIBA 本部事務所
出席理事・監事（全て新任）：理事16名（全員）監事
2名（全員）
議 題：3役（理事長、副理事長、専務理事）選任
○第156回理事会
日 時：2019年7月6日（土）午後2：30〜5：00
場 所：AIBA 本部事務所
出席理事・監事：理事14名（総数16名）監事2名（総
数2名）
議 題：各理事担当業務その他

新 会 員 紹 介（続き）

第17期 AIBA 定時会員総会
及び懇親会開催の報告
理事

事務局長

清水

晃

自己紹介＆合格体験記
前号に続き5名の新会員の自己紹介と合格体験記を掲
載させていただきます。

2019年6月22日土曜午後1時より東京 YWCA 会館1階
カフマンホール右半面にて、第17期 AIBA 定時会員総
◆十代田 悦秀（東京 ＃790）
会が開催され、北は宮城県から、南は鹿児島県まで46
名の会員がご出席されました。事業報告・決算報告案、
この度 AIBA に入会させていただきました十代田悦秀
事業計画・予算案など各議案の審議に、出席会員が熱
（とよだよしひで）と申します。どうぞよろしくお願い
心に加わり、理事・支部長も含め活発な質疑応答、将
いたします。大学卒業後フォワーダーに入社、今年で
来の AIBA 発展に向けた様々な意見交換が次々に行われ
22年目となります。入社1年目は倉庫での入出荷作業に
ました。皆様の貴重な意見が AIBA のさらなる発展に繋
はじまり、その後は営業として国際輸送（輸出入・三
がるよう誠心誠意努力して参りたいと思っております。
国間輸送）の販売、5年間の香港駐在時には華南地区の
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日系顧客の営業を担当しました。昨年9月の関西空港勤
務時には台風21号による被災を経験し、今年2月に東
京に転勤、現在は輸送中の鮮度保持や振動衝撃対策や
定温輸送などの輸送品質の向上を図るために物流技術
を用いたソリューションの提案やサプライヤーとの共
同研究開発を行っております。
AIBA 認定貿易アドバイザー資格の取得のきっかけ
は、営業職として取引先様より通関やフォワーディン
グ部分についての問い合わせだけではなく、即答出来
ない複雑な貿易実務に関する問い合わせをいただくこ
とが多かったため、貿易実務の勉強を始めたころに商
工会議所でこの試験のポスターを見かけ、いつかはチャ
レンジしたいと思っていたことによります。今回の入
会を機に皆様との交流を通じて知見を深め、自分のス
キルアップにつなげていきたいと思います。今後ご指
導いただけますよう、よろしくお願いいたします。

◆井上

隆（千葉

＃798）

熟読しました。
貿易英語については、英文レターを前職で頻繁に作
成していたので自信がありましたが、ふだんはパソコ
ン入力、試験は手書きですので、手に力が入り、シャー
プペンの芯がたびたび折れ慌てました。試験前に手書
きの練習をすることも必要と思います。長文読解は、
制限時間も気になり最後に回しました。昨年、仕事で
企業の輸出英文契約書を作成する機会があり、ひな形
を参照しながら、自分で契約書を作成したことも役に
立ちました。
二次試験については、日ごろ取り組んでいる業務に
関係するテーマを選択。何を聞かれても答えられるよ
うイメージトレーニングし、体調管理も万全にして、
笑顔で面接試験に臨むことができました。

◆岸田

宜雄（東京

＃801）

総合商社で大型製鉄・化学・電力
プロジェクト推進、プロジェクト
ファイナンス、M&A などを経験し
ました。プロジェクトの開発から
ファイナンス手配、プロジェクト完
工まで各フェーズでの業務経験があ
ります。
海外駐在先はカナダ（トロント）7年弱、UAE（ドバイ）
2年、イラン（テヘラン）3年、その他長期出張先とし
てはフィリピン、米国、アジア諸国があります。これ
らの海外駐在や海外出張を通じ、欧米・アジア・中東と、
異文化・多地域の商習慣に触れました。
また、リスクマネジメント部署にも在籍した関係で、
投資効率分析、財務分析、内部監査や内部統制整備にも
詳しく、総合経営コンサルタント的な業務ができます。
AIBA受験動機は、過去の業務経験のブラッシュアップ
にあり、例えば“Incorterms2010”や、
“Surrendered B/L”
等の最近の変更や状況など、アドバイザーとしてしっか
り押さえておく必要があると判断したことにあります。
今後は従来の知識・経験に加えて AIBA 知見を活かし、
引き続き日本の中小企業の経営改善や海外展開（輸出
入、進出）に少しでも貢献したいと考える次第です。

このたび入会させていただきまし
た井上隆と申します。総合商社に38
年勤務、海外駐在は通算22年。貿易
および中国における会社設立、経営
等に携わってまいりました。
その後2014年より東京都中小企業
振興公社の海外販路ナビゲーターとして、中小企業の
海外販路開拓支援を担当しております。貿易をライフ
ワークと心得、AIBA 会員としてのネットワークを広げ、
深化、進化できるよう研鑽する所存ですので、よろし
くお願い申し上げます。
3回目の受験で合格。貿易実務については前職で実践
してきたので、力試し程度の考えで受験し失敗。理解
できることと人にアドバイスできるレベルは違うこと
を実感。5月のセミナーから試験までの半年間のスケ
ジュールを立て、テキスト及び問題集を読み返しまし
た。疑問点はセミナーで講師の方に質問し、的確なア
ドバイスを頂戴しました。用語は、暗記カードに書き
込み、通勤中に勉強。サンプル問題も数回トライしま
した。2018年のセミナーは3回とも出席、毎回の講義か
ら新しい発見があり大いに役に立ちました。
＜アドバイザー試験合格体験記＞
貿易実務は、インコタームズ及びウイーン売買契約
を英文も含め熟読。参考書は、「実践貿易実務」
（ジェ 【総合的な試験対策】
トロ）、
「貿易実務ハンドブック・アドバンスト版」
（中
テキストと過去問のみでした（疑問点はネット検索
央書院）、「最新貿易実務ベーシックマニュアル」（MHJ
等で補強しました）。過去問を繰り返すことで知識の再
出版）、「貿易・為替の基本」（日経文庫）。
確認を入念に行いました。
国際マーケティングは、AIBA のテキストにほとんど 【貿易実務】
網羅されておりますが、用語等についてはインターネッ
テキストと過去問のみでした。全ての科目で相当難
トで調べて身につけました。また、経産省の「通商白
易度が高い試験であったと思っています。
書」、ジェトロ「世界貿易投資報告」からトピックを整 【国際マーケティング】
理。2018年は、TPP、日欧 EPA や FTA がホットな話題
テキストと過去問に加え、
「経産省白書」、
「JETRO 白
で、新聞記事も豊富だったので必ず試験に出ると思い、 書」をじっくり読みました。

—4—

【貿易英語】
特にしませんでしたが、過去問と契約条項の雛形を
何度か読み、過去の記憶をよみがえらせました。
【二次試験】
特に対策は立てませんでした。今や貿易は日本から外
国へのハードの物流は少なくなってきていること、日
本の中小企業の海外進出により新たな拠点を海外に構
えて時間を買う（創業期の苦労はないが、その分高く
買うこととなる）ことの方が現実的ではないかと思い、
M&A をテーマにしました。すでに経験済みの知識で賄
えるため、特に二次試験用の勉強はしませんでした。
＜対策セミナーの活用＞
“直前対策セミナー”のみ受講しました。

◆西植

数起（京都

＃809）

はじめまして。西植数起（にしう
え かずき）と申します。2018年度
の貿易アドバイザー試験に合格し、
入会させていただきました。どうぞ
よろしくお願いいたします。簡単に
経歴紹介させていただきます。
東大阪にある近畿大学 経営学部を卒業後、某メー
カーの物流子会社で、倉庫管理と輸出入実務を約4年経
験しました。昨年転職し、現在は半導体メーカーの物
流企画部門で勤務しています。
貿易アドバイザーを目指したきっかけは、在学中、
大学講師をされている AIBA 会員の勝田先生に、貿易実
務論や関税法・通関業法等についてご教授いただき、
「貿
易」という分野を専門に仕事をしたいと考えたからで
す。まだまだ経験も知識も浅いため、AIBA の活動を通
して、諸先輩方々から多く学ばせていただきたいです。
京都在住のため、主に関西支部の活動に参加させて
いただきます。関西支部の皆さま、どうぞよろしくお
願いいたします。

◆新連載講座◆

◆山村

武史（神奈川

＃815）

このたび AIBA 会員となりました
山村です。どうぞよろしくお願いい
たします。現在、総合商社法務部に
勤務しておりまして、貿易全般の相
談対応と、社内監査が主な仕事です。
前 職 で は 平 成5年 以 降、NACCS
の開発に通算十数年携わり、海上 NACCS の総合物流
システム化、NACCS と関係省庁システムとのワンス
トップ・サービス化、NACCS の EDI 化・オープン化、
NACCS 類似貿易システムのベトナムへの展開等に関与
しました。NACCS 開発の経験は、現在の社内システム
の NACCS 関連機能の改善や、事業会社へのシステム展
開に役立っています。
最近は日 EU・EPA と TPP の原産性自己証明に関する
相談が最も多く、関税評価、減免税、関税分類、認定
事業者制度、輸出入手続に関連した法令解釈等の相談
にも対応しています。また、第三国間も含めて貿易取
引にかかる相談も多く、日頃から情報取集してできる
範囲で対応していましたが、情報に不足感があったた
め、AIBA の内部情報リソースにアクセスしたいと思い、
貿易アドバイザー試験を受けた次第です。
AIBA の試験については、範囲がかなり幅広いので今
回は試験傾向を知るため、“実力養成セミナー”と“直
前対策ゼミ”に参加し、テキストと講師の方から重要
と聞いた「通商白書」および JETRO の「世界貿易投資
報告書」を読みました。貿易英語については、書類を
作成した実務経験がないので、様式と用語を覚えまし
た。
試験本番では、ホットトピックの経済連携協定や原
産地規則の設問が多かったおかげもあり、幸いにも合
格することができました。今後は、AIBA主催のセミナー
や勉強会に参加させていただき、研鑽したいと思いま
す。また、微力ながら AIBA に貢献したいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

FTAを解く

第 ２ 回

F TA 部会

『積送基準について』
伊東

（1）積送基準とは
経済連携協定（EPA）で合意された特恵関税を享受
するには、物品が締約国である原産国から輸出後、本
邦に到着するまで原産品としての資格を失っていない
ことが要件となります。この判断基準を「積送基準」
といいます。本稿は、EPA を活用して本邦に輸入する
ことを前提として解説しますが、本邦から輸出し、海

仁一（東京

＃223）

外にて EPA で定める関税率を適用して輸入しようとす
る場合も、基本的に同じ考えとなります。
締約国の原産品としての資格を維持していると判断
されるのは、以下①又は②のいずれかの場合です。
①物品が原産国から本邦に直送されること。
②第三国を経由する場合は、原産国で製造または採取
された物品が、第三国では税関の管理下に置かれ、
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その状態を保ったまま本邦に輸入されること。第三
国で許容されるのは積替え、一時蔵置等の作業のみ
です。第三国で加工、改良等を加えた場合や変形さ
せた場合は、原産品としての資格を失います。

否認されることはありません。第三国を経由しても、
積送基準を満たしていることを証明する「運送要件証
明書」を提出すれば、EPA 税率の適用が受けられます。
なお課税価格が20万円以下の物品については、提出が
免除されます。（関税法施行令61条第1項第2号ロ）

本年2月1日に発効した日 EU・EPA 及び昨年12月30
日に発効した CPTPP（TPP 11）においても、積送基準
が定められています。その概要は、日本貿易振興機構
（ジェトロ）が、経済産業省の委託を受けて発行した解
説書に簡潔に紹介されています。同解説書の URL と積
送基準に言及した頁を以下に紹介しますので、ご覧く
ださい。
・日 EU・EPA 解説書
p. 74
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/
eu/epa/pdf/euepa.pdf
・CPTPP（TPP 11） 解説書
p. 110
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wtofta/tpp/TPP11_kaisetsu.pdf#search=%27TPP11%E8
%A 7 %A 3 %E 8 %AA%AC%E 6 % 9 B%B 8 % 27

（3）運送要件証明書
「運送要件証明書」として提出が必要な書類は、以下
のいずれか一つとなります。
①通し運送書類の写し
運送人（船会社、NVOCC など）が、原産国から本
邦まで一貫して輸送を引き受けたことを示すもの。
具体的には、通し船荷証券（Through Bill of Lading）
のコピーなどです。
②第三国の税関や官公署が発給した証明書
③その他税関が適当と認める書類
上記①又は②の書類が入手できない場合は、以下の
書類を税関が適当と認めるといわれています。
・積替地を記載した原産地証明書
・原産国から第三国、さらに第三国から本邦への輸送
を証明できる運送書類

（2）EPA と GSP の違い
ここで注意したいのは、第三国を経由する場合、一
般特恵関税制度（GSP）では、「運送上の理由」がない
と特恵関税の適用が認められません。「運送上の理由」
とは、原産国が内陸国の場合や、本邦への直接の輸送
方法が無く第三国を経由し本邦へ運送せざるえない場
合のことです。
一方 EPA 税率の適用に際しては、このような制限は
ありません。そのため商機を求めて、第三国に一時物
品を保管することや、輸送コストを削減するために、
直行船サービスがあるにも拘らず、第三国経由で本邦
へ輸送したとしても、それが理由で EPA 税率の適用が

以上

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
＃731）

2017年10月、半世紀ぶりに関税法と通関業法が大き
く変わりました。最も大きな改正は、AEO 輸出入者及
び AEO 通関業者（以下 AEO 通関業者等（＊）という）
の「申告官署の自由化」と、すべての通関業者に係る「通
関営業区域制限の撤廃」です。
従来、輸出入企業や通関業者は貨物のある場所を管
轄する税関にしか輸出入申告を行うことが出来ません
でした（例外として AEO 通関業者等は貨物の船積港の
税関に輸出申告することが出来ました）
。また上記の例
外を除き、全ての通関業者は営業許可を受けた「通関
営業区域」内でしか通関業務を行うことが出来ません

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

奉宣（広島

非加工証明書の入手は容易でない場合も少なくない
といわれており、「運送要件証明書」の入手に困難が伴
うと思われる場合、物品が原産国より本邦に向けて輸
出される前に、余裕をもって輸入申告する税関の原産
地調査官に相談されるようお勧めします。

s

ご存知ですか「輸出入申告官署の自由化」
原

・第三国の税関等による非加工証明書

でした。例えば東京税関長から営業許可を受けた通関
業者は東京税関の管轄内でしか通関業務が出来ず、大
阪港にある貨物を通関するためには大阪税関長の許可
を得て通関営業所を設置するか、大阪港で営業してい
る通関業者に通関を委託せざるを得ませんでした。輸
出入企業にとっては通関業者を一本化すれば事務負担
の軽減が図られ、通関業者にとっても経費削減、顧客
サービス、営業面の強化を図れることから営業区域の
撤廃は長年の要望でした。
AEO 通関業者等は、自社に最も便利な税関官署で輸出
入申告を・・
法令改正により、AEO 通関業者等は貨物がどこにあ
ろうが自社にとって最も便利な税関官署に輸出入申告
を行うことが出来るようになりました。AEO を取得し

—6—

ていない一般通関業者も、輸出入貨物がある港に限り
営業区域外の税関官署に輸出入申告が出来るようにな
りましたが、AEO 通関業者等との差は歴全としていま
す。これは AEO 通関業者等によりいっそうのメリット
を与えようという行政目的からです。
図1は AEO 承認のない一般通関業者（B）が、輸出
入貨物のある営業区域外の X 税関に輸出入申告が出来
ることを示しています。
（図2）は、AEO 通関業者（A）
又は AEO 輸出入者から委託を受けた一般通関業者（B）
は貨物がどこにあろうが、自社にとって最も便利のよ
い税関（X 税関、Y 税関、その他の税関）に輸出入申告
が出来ることを示しています。
（＊）AEO 通関業者等：貨物のセキュリティと法令遵守
体制が整備されていると税関長に認められた事業者（輸
出者、輸入者、通関業者、その他）で、通関手続きの
簡素化、迅速化等の便益を受けることが出来る。日本
と「AEO 相互承認」を締結した国（2019 . 6現在10カ国）
では、相手国でも相応の便益を受けることが出来る
自由化メリットを生かした体制の構築が可能に・・
「通関官署の自由化」や「営業区域制限の撤廃」
（以
下 自由化という）は、通関業者だけのメリットでは
ありません。輸出入企業にもメリットがあります。
従来、輸出入企業が貨物を税関管轄の違う港で輸出
入しようすれば、港ごとに別の通関業者に通関を依頼
しなくてはならず、また通関業者は、他港の通関業者
に通関を委託せざるを得ませんでした。しかし、自由
化により、AEO 輸出入企業は通関業者を一本化して、
事務負担の軽減、自社貨物の通関官署の一元化、取り
扱い貨物に合わせた申告先の選択など、貨物の蔵置場
所や税関管轄に捉われずに主体的に物流を構築するこ
とが出来ます。その結果、物流費の削減とリードタイ
ムの短縮効果が期待できます。また一般の輸出入企業

も、AEO 通関業者に業務を委託することにより同様の
メリットを受けることが出来ます。
一方、AEO 通関業者は、通関業務を本社など一ヶ所
に集中して経費と人員の効率化を図るとともに、営業
所を設置していない地域への進出や顧客サービスの多
様化、品目に特化した専門性の高い通関体制など、企
業戦略の広がりが可能です。税関関係団体の情報では
法改正の1年後には30社近くの通関営業所が統廃合さ
れたとのことですが、企業が自由化に対応した体制に
変化しつつあることを示すもので、その傾向は今後も
ますます加速するものと思われます。
「AEO 相互承認」で広がるメリット・・
但し、自由化には問題もあります。遠方の税関に申
告して税関の検査扱いになった時、その港の通関業者
への「検査立会い」委託がスムーズにいくかの心配や、
従来利用していた通関業者の保税蔵置場の利用率の低
下などがあります。そのためか制度の利用について荷
主への周知に消極的な通関業者も見受けられます。
しかし、既に自由化をビジネスチャンスと捉えて「税
関検査立会い」を専門に引き受ける通関業者も現れて
います（東京港）。また、AEO 取得に積極的でなかった
輸出入企業や通関業者も、AEO 承認のメリットが増え
たことに加え、「AEO 日台相互承認」、「AEO 日中相互
承認」が5月、6月に発効したことから、日中、日台貿
易における AEO 輸出入企業のメリットが格段に大きく
なったことから、態度を変えつつあり特に通関業者の
AEO 承認申請が急増しています。（「AEO 相互承認」に
ついては次ページの「囲み記事」をご覧下さい）
自由化をいかに活用し自社の発展につなげるか、研
究と企業戦略の見直しは中小の輸出入企業と通関業者
にとって急がれる課題です。
図2
図1

（税関資料から転載）
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「AEO 日中相互承認」発効！
「AEO 日台相互承認」も。
「AEO 日台相互承認」、「AEO 日中相互承認」は、
2019年5月22日、6月1日と相次いで発効しました。
これにより、日本の AEO 輸出入者の貨物が中国、
台湾で輸出入される場合には、当該貨物に対する
審査・ 検査 が 軽減 さ れ ま す。 逆 に 中国、 台湾 の
AEO 輸出入者は日本での輸出入の際に同じく審査・
検査が軽減されます。
日本の最大の貿易相手国である中国との相互承
認は AEO 企業にとって、そのメリットは特に大き
なものがあります。
詳しくは「AIBA だより92号」の記事を参照して
下さい。

職業＝貿易コンサルタント、以上。
（第5章）
川田

第5章

康博（東京

＃27）

貿易コンサルタントとしての基本方針

中坊公平（なかぼうこうへい）という弁護士をご存
知でしょうか？
有名な事件をいくつも取り扱っていた有名な方でし
たが、最も注目されたのは1993年の豊島（てしま）産
業廃棄物問題だと思います。中坊弁護士の言葉で私の
心に強く残っているのが「事業には、利益けん引型と
理念先行型があるが、理念先行型でなければ歴史の批
判に耐えられない。」というものがあります。
貿易実務を学ぼうと望んで商社に入りましたが、実
務を知り始めると、実践だけではなく、やはり理論が
重要である、と、考えるようになりました。これは今
でも私の基本的な姿勢になっています。経験則だけに
頼るのは大変危険な事だと考えています。
後年、国際商取引学会に入り、商学の経済的合理性
と法学の法的正義の体系的一体化というテーマに取り
組む事になりますが、今 目指している事は、国際私法
の領域に経済的合理性を如何にして組み入れていくか、
と云う事です。
総合商社に入って3年が経過し、私の計画では最後の
年に当たる4年目に入ったころ、貿易実務については相
当な経験を積み、理論的な背景もかなり理解したつも
りになっていた私は、いよいよ貿易コンサルタントと
しての独立開業の計画を練り始めました。幸いなこと
に、商社に勤務しながら、貿易コンサルタントの需要
は必ずある、との確信を持つことが出来ました。ここで、
商社勤務時代に私が感じた象徴的な点についていくつ
か述べたいと思います。

1：総合商社の中でも、貿易実務を体系的且つ理論的に
理解している人は限られていて、経験則に頼る傾向
がある。体系的に理論を学ぶ場が無いし、日々の仕
事に忙殺されているのが主な原因であろう。
2：新規案件として魅力のある商材や企業であっても、
取引金額の規模や、与信上の観点から見送りになる
案件がある。
3：一営業マンとして活動していても、常に「勤務先の
会社」という看板が大きな働きをしている。
4：貿易コンサルタントという資格や資質を問う試験や
制度は日本には未だ無い。
5：人を見抜く力を鍛える事。
最後の5．について、これを実感した事がありまし
た。入社4年目で、勤務していた商社の社長が新しい人
に代わり、大阪支社に視察にお出でになり、部単位で
新社長との面談を行う機会が設けられました。新社長
からは、「一人ずつ、勤務に際して日ごろ感じているこ
とを自由に述べよ」という事で、勤務経験の浅い順で
一人ずつ述べる事になりました。私は、大変充実した
日々を送っているという点と、予算の組み立て方が過
去の実績に比重を置き過ぎているように思う、という
ような事を述べたつもりだったのですが、私が話し終
わると、その新社長は私に向かって「あなたは禅をやっ
ているのですか？」と尋ねたのです。私はかなり熱心
な仏教徒なのですが、会社でそのようなそぶりは一切
見せた事はありません。しかし、初対面の新社長には、
すぐに見抜かれてしまったのです。これは、私にとって、
大変大きな衝撃でした。
勤務先の商社には大変お世話になり、感謝の気持ち
しか持っておりませんでした。当時、商社マンの独立
開業では、既知の客先や商権をそのまま引き継ぐ形で
独立開業するという事例を見聞きしていましたが、そ
れは行わない事に決めていました。今でも、商社時代
の同僚や上司とは良好な関係を続けています。尤も、
非鉄金属の輸出入にはかなりの資本力が必要なので、
開業したばかりの貿易コンサルタントにとって、非鉄
金属業界は縁のない業界だとも考えていました。
以上のような事を自分なりに整理し、まとめて、開
業計画を策定し始めました。 貿易コンサルタントの経
営方針として次の事を決めました。
1．取り扱う商品分野、取引先の国や地域には事前に制
限を設けない。
2．一業種につき1社のクライアントしか扱わない事と
する。
3．小規模なクライアントであっても、将来性を重視し
て取り組む事とする。
4．相性が悪いと感じたクライアントの案件は取り扱わ
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ない。
5．違法行為は一切行わない。

その2．お化けと幽霊？！

そして、前述のように、「理念先行型」で進める事に
していました。 最後に、どうしてもクリアーしなけれ
ばならない点が「貿易実務の体系的理論形成」と、「貿
易実務の実践と理論を自分が習得していると云う事を、
貿易取引のことを良く知らないであろうクライアント
にどのようにして納得させ、信用してもらうか」とい
う点でした。
（続く）

「『お』で始まる名詞、お化けと幽霊」
芳賀

淳（兵庫

＃562）

その１．「お」で始まる名詞
金田一晴彦先生によると、「おでん」は元々「でんが
く（田楽）」という言葉に丁寧を意味する「お」（御）
が語頭についたと言います。当時（室町〜江戸の頃？）
、
高い社会階層の人々は食べ物の名前を直接表現するこ
とを、はしたない行為ととらえ、丁寧を意味する「お」
を語頭につけ、
「でんがく」→「おでんがく」→「おでん」
に変化した、という説をとなえておられます。
野菜の仲間で丁寧の「お」がつくものは少なく、「お
なす」くらいと言います。「おなす」は元々「なすび」
であったものが、語尾の「び」が落ちたようです。似
たような野菜に「かぶら」がありますが、「おかぶ」と
は言わないのはどうしてでしょう。ちなみに「おく
ら」は「くら」という名称ではなく、アフリカ（ガー
ナ）原産の野菜で、nkrama（ガーナ語）→ okra（英語）
→おくら という伝来のようです（Wikipedia より）。
「お」が付く食べ物は結構少なく、総称としての「お魚」
は、あれど、
「おぶり」「お
たい」
「おたこ」
「おまぐろ」
「おこい」とは言いません
ね。動物でも「お」をつ
ける対象は少なく、
「お猿」
「お馬」、あとは徳川綱吉
時代の「お犬」くらいで
しょうか。
飲み物では「お水」
「お
茶」「お酒」があります。
しかし「おコーラ」
「おウィ
スキー」「おジン」とは言
いませんね。
そうそう、忘れてまし
た。
おビールケース
「おビール」。

日本の夏と言えばお化けの季節。納涼で怪談話を楽
しむ季節とも言えます。柳田國男（国男）先生によれば、
お化けと幽霊には明らかな違いがあるそうです。
1）お化けは出る場所がほぼ決まっている。幽霊はどこ
にでも出る。
2）お化けは相手を選ばず、不特定多数に向かう。幽霊
は特定の者にだけ接触する。
3） 時刻としては、お化けは白昼でも周囲を暗くして
出てくるが、好む時間帯は薄明かりの宵や暁の時
間帯といふ（暗がりでは人間から見られないので、
出てこないそうで）。幽霊は丑三つの鐘が響く頃に
そろそろと戸を、叩いたり屏風を掻くとのこと。
（以
上 柳田國男著 妖怪談義より抜粋）
舶来物のゾンビ等モンスターは、1） 場所はどこで
でも、2） 相手を選ばない、3） 真昼間でも出る、とい
うことからハイブリッド型と言えましょう。
この夏、肝試しや納涼でお化けに遭ってみますか？
それとも幽霊にしますか？
おしまい

近代中国の漢詩で
トップクラスに位置する某詩人
片本

善清（奈良

＃422）

「AIBA だより」に四、五年前に掲載したことありま
すが、あの中国の文化大革命時に下放されて“懐かし
い時期だった”と述懐した老詩人の蔵克家氏（1905〜
2004）が、若い時に毛沢東と親交があり、特に詩のこ
とでは相当に親密に付合ったらしいです。
その彼が称賛した詩人が毛氏で、彼が一番初めに毛
さんの詩を褒めた人物でしょう？。それ以降は各種の
書物で推奨されていたし、私自身も過去中国語の先生
からも、また直近では最近出版された「中国近代の巨
人― 曾国藩・蒋介石・毛沢東 ― とその著作」
「京大人文
研漢籍セミナー8」で読みました。毛氏は新中国誕生時
の偉大な政治家であったのは世の中多くの人たちが承
知のことですが、意外にも書家・詩人として相当に優
秀であったこと余り世に知られていません。
以下数首を紹介したいと思います。その一つ『長征』
が次の通りです。
紅軍不怕遠征難 萬水千山只等间
五嶺逶迤騰细浪 鳥蒙磅磗走泥丸
（詩訳）紅軍は遠征の困難さを恐れず、あまたの険山や
急流も超えてきた。
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うねくね曲がる五領の山も鳥蒙の峰々も一跨ぎ
で超えてきた。
（註）小生が文革時代の1967〜1974頃に中国国際貿易促
進委員会代表に連れられて、当時北京に滞在して
いた友好商社各社の駐在員達と北京の頤和園やそ
の裏山の香山へ学習会（ハイキング）に行った時
によく歌たわされたものです。紅衛兵盛んな時で、
付き合い上已むなく努めて参加したものでした。
そして今一首『沁園春

2019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。

雪』を；

北国風光 千里冰封 万里雪飘
城長城内外 惟余莽莽
大河上下 顿失滔滔
山舞银蛇 原驰蝋象 欲与天公试比高
（詩訳）北国の風光は素晴らしい、千里万里冰に閉ざさ
れ、こなた見れば万里の長城どこまでも白く茫
洋としている。黄河の流れは、はや凍ってしまっ
ている。雪戴いた山は銀の蛇が舞うごとく、高
原も白い聖像が走っている。
以上の総評として「言葉の使い方、詩の構成、音韻
の符牒など全く正調なり」です。
そして唐時代の昔から詩もやるし書も巧なる人物が
多かったが、毛沢東は特に書は草書体が得意だったそ
うです。

支部長理事（九州支部） 挨拶
大重

康雄（鹿児島

九州支部はお陰様で15名の支部会員中、女性会員が
3名となり、多様な地域ニーズに応える体制が整いつつ
あります。地理的には中央と離れておりますが、地域
の専門家が地域ニーズに応え産業経済を活性化させる
という理念をもって与えられた期間支部の運営に励み
たいと思います。今後とも何卒よろしくお願いします。

＃018）

鹿児島在住の大重です。AIBA 発足以来、長年九州支
部で活動をして参りました。
支部長職は過去経験しておりますが、時代は常に変
化しており会員の皆様と情報を共有しながら、最新の
情報・スキルを地域に届けるため一層努力致したいと
存じます。
私は、平成16年3月まで地元の銀行で国際業務を担
当し、業務の延長線上で第1回「ジェトロ認定輸入ビジ
ネスアドバイザー試験」を受験し資格を得ました。地
元企業への貿易取引推進ではこの資格が大いに役立ち
ました。
その後縁あって平成16年4月から鹿児島女子短期大学
教養学科、また本年4月からは同じ学園内の志學館大学
法学部で教員として勤めております。地元高等教育機
関は「産学官地域連携」が非常に重要な教育目標となっ
ております。また地元企業にとって貿易・投資促進は、
その持続可能性を賭けた経営目標になりつつあり、高
等教育機関としても知識・経験を共有し支援を行うこ
とが期待されております。

伊東 仁一（東京 ＃223）
5 / 28
独立行政法人 国際協力機構（JICA) 主催
テーマ：アジアにおける持続的な物流システムの構築
（アジア発展途上国の運輸官僚を対象とした研修）
内 容：フォワーデイング業務の起源、推移、さら
に多様化する最近のフォワーデイング業務
について、英語で講義
会 場：JICA 横浜研修所

塩井 彰（神奈川 ＃527）
5月23日（木）付 日本経済新聞 朝刊 2面
『真相深層 欧米は本社に300人、日本は10人以下。
現場任せ 後手の関税対策』
内 容：米国トランプ政権の関税政策に対処する為
の欧米と比較した日本企業の社内体制につ
いて
インタビュアー：編集委員 渋谷 高広 氏
千田 昌明（大阪 ＃621）
5月23日（木）付 日本経済新聞 朝刊 2面
『真相深層 欧米は本社に300人、日本は10人以下。
現場任せ 後手の関税対策』
内 容：米国トランプ政権の関税政策に対処する為
の欧米と比較した日本企業の社内体制につ
いて
インタビュアー：編集委員 渋谷 高広 氏

石川 雅啓（東京
5 / 25
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＃602）

日本貿易学会（JAFTAB）にて AIBA 代表として理
事に選任されました。石川会員は AIBA 代表として、
1年間東部幹事としてJAFTAB全国大会でのAIBAセッ
ション継続にご尽力いただいていました。この AIBA
セッションは、JAFTAB の全国大会の場を利用させ
ていただき AIBA が主催しており、AIBA 会員が実務
面を重視した報告をすることができる場、3年前にス
タートしました。AIBA の知名度を高める意味で大い
に役立っています。石川会員には、今後は理事とし
て AIBA と JAFTAB との関係強化など、ますますのご
活躍を期待しています。

訂正とお詫び
前号（92号）P 19の“講演・講師”記事のなかで、
弓 場 俊 也 会 員（ 大 阪 ＃415） の2 / 18〜2 / 22の
JICA Paciﬁc-LEADS 教育支援プログラムの開催場
所が「千代田国際会計事務所」となっていましたが、
正しくは「千田国際税務会計事務所」でした。関
係各位に多大のご迷惑をおかけしましたことをお
詫び申し上げます。

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

輸入貨物が実際に税関で検査を受けたか、書類上で確認するには？
回答者：中島

博（東京 ＃791）

中国から日本への輸入貨物で、通関業者を通じて、税関の計算が入った旨の報告を受けたとのこと。と
ころが実際の貨物（コンテナ貨物）を確認したところ、検査された形跡がないというのです。
そこで、実際に、本当に検査がおこなわれたかどうかは、どこを確認すればわかるのでしょうか。
輸入許可書の、どこかの校門に検査済の記載があるのか、あるいは何らかの、書類で検査済の事実が、
分かるかなど、教えて頂ければ幸いです。

輸入許可通知書の「区分」という項目を、確認するのが良いと思います。
（記載場所：輸入許可書の1行目。左から3つ目）
この項目には、1から3の数字が記載されており、以下を意味します。
区分1：税関検査なし
区分2：書類検査のみ
区分3：現物検査
従い、今回のケースでは 区分2の場合とかんがえられます。
検査が X 線検査の場合（区分は3で右欄に X という表示がある）
、異物が混入されていると判断されなけ
れば、コンテナーの開梱はありません。
区分1 , 2 , 3の選定は、現場の審査官が書類だけで判定するのではありません。
当該輸出入者の長年の輸出入実績の積み重ねと、過去の事例、選定担当部門の情報を加味して NACCS
が自動的に区分を決めます。
現場の審査官が、容易に変更できない、仕組みになっていますが、書類審査のあと変更を行うこともあ
ります。
変更が行われる場合、下記のような処理がされます。
・区分2が3に変更となる場合。
「検査指定表」に現物検査、サンプル検査などの表示をして、通関士に
送り返す。
・区分3が2に変更となる場合。
「検査取止表」
に区分変更
（２ 書類審査）
の表示をして通関士に送り返す。
以上
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回
答

6月例会
講 演：『EPA 時代の日本のグローバルビジネス』
講 師：樋岐阜聖徳学園大学 経済情報学部 教授
河野 公洋氏
場 所：名古屋国際センター 会議室
出席者：7名

首都圏地区

4月27日（木） 午後2時〜4時00分
4月度首都圏勉強会
テーマ：『「今後の国際税務の流れ（メガ EPA との錯綜）
」
を見る
関西支部
― 国際税理士は見た！
5月11日（土）
・・アベノミクス下、日本企業は海外事業で、
関西支部総会及び定例会をドーンセンター大阪で開
こうして儲けてきた
催しました。総会では第一号議案から第四号議案の審
そしてこれからどう儲けていくのか？」』
議等、活発に意見交換が行われました。
講 師：柴田 篤 会員（東京 ＃508）
また、講演会では外部講師として東京海上日動火災
《TRADE TAX 国際税務・会計事務所 東京第
保険株式会社の平塚隆之次長をお招きし『国際運送に
一事務所所長 / ばんせい証券グループ・ばん
関わる外航貨物海上保険の理論と実務〜昨今の自然災
せい保険［コミュニティ］代表取締役社長等
害からの気づき〜』というテーマで講演いただきまし
の重職を担う。》
た。質疑応答も活発に行われ、貴重なお話を聴講でき
概 要：メガ EPA の時代のスタートにあたり、最新の
ました。
国際税制や企業の動向につき講演頂き、国際 【講演】15 : 15〜16 : 45
課税のメカニズム等を学び多くの示唆を得る
演 題：『国際運送に関わる外航貨物海上保険の理論と
ことが出来た。
実務〜昨今の自然災害からの気づき〜』
場 所：中央大学駿河台記念館330号室
講 師：東京海上日動火災保険株式会社 海上業務部
参加者：56名
平塚 隆之次長
5月30日（木）午後6時30分〜8時00分
5月度首都圏勉強会
テーマ：『FTA 活用における事後調査‘検認’にどう対
応するか
・・・AIBA 会員も出来る検認コンサルテーショ
ンへの道 ！』
講 師：塩井 彰 会員（神奈川 ＃527）
《大手電機メーカーで半導体・携帯基地局端
末・コンピュータの生産・開発の購買責任者
としてサプライチェーンに従事。FTA コンサ
ルタントとして活躍。》
共同発表者：箱田 優子氏
《トムソン・ロイター㈱ ソリューションコン
サルタント》
概 要：昨年12月の TPP 11、本年2月の日 EU・EPA の
発効後、輸出企業の現場では原産地自己証明
への対応課題がある。大きな課題である輸入
国当局による輸出企業に対する原産地証明の
“検認”への対応につき実践的な講義となり好
評であった。
場 所：中央大学駿河台記念館330号室
参加者：64名

次回関西支部定例会は7月20日（土）を予定してい
ます。

東海支部
6月1日（土）
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〈編集後記〉
☆ 本号から編集を任されました。中島です。
（東
京 ＃791）慣れない仕事で前任の市川様にもご
指導いただき、なんとか発行に至りました。ご
寄稿いただきました皆様に改めてお礼申し上げ
ます。
☆ 広報の在り方として、AIBA ホームページとの
関係も踏まえ、AIBA だよりも紙面構成等、今
後検討していきたいと考えています。会員の皆
様からもご意見等ありましたら、ご提案宜しく
お願いいたします。
☆ 会員の方226名にこの AIBA だよりを郵送して
います。経費削減の為、会員の方への郵送は極
力減らそうと考えています。別途メールで確認
させて頂きますが、宜しくご協力お願いいたし
ます。
☆ 今年の梅雨は、例年になく長く、ジメジメした
日が続いています。皆様、体調管理をしっかり
され、暑い夏にお備え下さい。
（H. N.）

相続＆事業継承

ご相談ください
不動産
預貯金 など

①節税そしてもめない為に
準備が必要です
②信託スキームも使えます

TradeTax 国際税務・会計事務所

③保険を組み入れ有効活用を

TradeTax International Tax & Accounting

トレードタックス グループ

● 東京事務所

所長：柴 田 篤

〒102 ー0083

昭和を彩った

.7

リーズ NO

美人女優シ

京マチ子
1924年3月24日生まれ
グランプリ女優と呼ばれた

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 / MAIL：info@japan ー jil.com

● 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
新大阪第27松屋ビル 11F
TEL：06 ー6350 ー7100 / MAIL：info@cita110.com

ばんせい保険コミュニティ株式会社
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AIBA 認定

貿易アドバイザー協会

貿易アドバイザー試験 2019
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)、国際機関日本アセアンセンター、日本商工会議所、
国際商業会議所(ICC)日本委員会、一般社団法人日本貿易会、公益財団法人日本関税協会、
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
1次

2019年11月23日（土）

2次

2020年１月下旬予定

■試験会場
1次

東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌

2次

東京・大阪

■試験科目
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
■受験資格
原則3年以上の国際ビジネス関連業務経験を有する方
■受 験 料

10,000円（税込み）

■受験申込期間

2019年9月1日(日)～11月13日(水)

貿易アドバイザー協会とは

実力養成セミナー・直前対策ゼミ 2019

ジェトロ認定貿易アドバイザー試験およびそれを引き継いだAIBA認定

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

貿易アドバイザー試験合格者の全国組織です。

道を早めるお手伝いを致します。

1996年1月発足以来、ジェトロ等との協力関係を保ちながら、
貿易や海外進出に取り組む全国各地の中小企業等の

全国7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

バックアップを続けています。

時期：2019 年 9 月～10 月
場所：東京、大阪、名古屋、広島、仙台、福岡、那覇（予定）

活動内容

講師：AIBA 会員

下記事項のコンサルティング
☆貿易業務全般
☆国内外展示会・商談会
☆貿易セミナー開催
☆輸出入部門新設
☆海外投資
☆貿易関連書籍の執筆・出版
☆その他国際関連業務全般

【受講料】 9,000 円（税込み）/ 1 回
貿易アドバイザー協会

検

索

詳細については当協会ウェブサイトをご覧ください。

http://www.trade-advisers.com

本試験は一般財団法人 貿易・産業協力振興財団（ITIC）の助成を受けています

一般社団法人

貿易アドバイザー協会 (AIBA)

Association of International Business Advisers

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館 301号室
TEL: 03-3291-2223 FAX: 03-3291-2224
E-mail: aiba-nintei@trade-advisers.com
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