
＝JASTPRO広報誌電子版のご案内＝

裏表紙にJASTPRO広報誌電子版のご案内を掲載しておりますので、ご参照下さい。

487
2019-09

一般財団法人　日本貿易関係手続簡易化協会

今月号の内容

　記事１. 第９回アジア太平洋貿易円滑化フォーラム（APTFF）参加ご報告… ……………… 1

　記事２. 国連貿易・輸送地域コード（UN/LOCODE）の改訂について… …………………… 7

　記事３. 国連CEFACTからのお知らせ……………………………………………………… 11

　JASTPROからのお知らせ……………………………………………………………………… 12



JASTPRO

—…1…—

記事1.  第９回アジア太平洋貿易円滑化フォーラム（APTFF）参加ご報告

当協会の渡邊浩吉シニアアドバイザーが、当協会の調査委託事務である南・西アジア地域のシングルウィン
ドウ調査を兼ね、インドのニューデリーで行われた題記会議に参加されました。調査のご報告は後刻レポートに
まとめられ、JASTPROのWeb-siteにも掲示予定ですが、今回は下記の通り会議の内容をご報告頂きました。

…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（APTFFフォーラムサイトより）

記

第9回アジア太平洋貿易円滑化フォーラム概要について
Asia Pacific Traade Facililtation Forum （APTFF） 2019　

主催者：

　国連アジア太平洋経済社会委員会（UN…ESCAP）
　アジア開発銀行（ADB）
（協賛）
　商業産業省商業局（Dept.…of…Commerce,…Ministry…of…Commerce…&…Industry）
　インド産業会（Confederation…of…Indian…Industry）

開催日・場所：

　2019年9月17日～ 18日
　ハイアット・リージェンシー・ホテル　ニューデリー　インド

アジア太平洋貿易円滑化フォーラムは、上記のUN…ESCAPとADBが中心となり、アジア太平洋諸国の
持続可能な開発と繁栄を目指し、特に貿易の円滑化、電子化、シングル…ウィンドウ推進の側面から、参加
各国の事例を紹介し合うなど、具体的な施策の実践に供するために、2009年から2年に一回開催されてい
るフォーラムである。
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これまで第7回は2015年に中国の武漢で、第8回は2017年にインドネシアのYOG…YAKARTAで開催
されてきた。
今回のフォーラムの日程および概要は次の通りであった。

◆１日目　9月17日

＜開催の挨拶、趣旨説明等＞
●…インド産業会事務局長
Mr.…Chandrajit…Banerjee
保護主義を排し、ITを使ったGlobal…Value…Chainを積極的に活用することで、持続可能な貿易円滑
化の実現を図ることが肝要である。それには各国政府が強いリーダーシップを発揮する必要があり、イン
ドは南アジアの進展に寄与していかなければならない。

●…アジア開発銀行副頭取　知財管理・持続可能な開発担当
Mr.…Bambang…Susantono
アジア開銀の目指すところは民間セクターとのパートナーシップで、特にTRADE…FINANCE分野に…
おいて積極的な役割を果たしていくことである。

●…UN…ESCAP…事務次長
Ms.…Armida…Salsiah…Alisjahbana
ASEAN…Single…Windowにより、貿易に係る所要コストが低減されていることや域内のTrade…
Financeの重要性について。

●…ADB事務局
「Trade…Financeの需要と供給ギャップの、技術による橋渡し」に係るアジア太平洋貿易円滑化レポー
ト2019年版のADB-ESCAP共同出版について。

●…インド商業産業大臣
Mr.…Piyush…Goyal
インドの人口は増えつつあるが、相応の厳しい問題も抱えることになる。ライフラインの確保なども然りであ
る。持続可能な発展が何よりも肝要である。

＜ハイレベル パネル ディスカッション＞

目標、優先順位、解決法を明確にすることで、貿易円滑化の動きに置き去りにされる国が出ないよう、…
留意が必要である。
司会：…Ms.…Mia…Mikic
　　ESCAP…貿易・投資・イノベーション担当部長…

パネリスト：
●…Mr.…Pranab…Kumar…Das,…
インド間接税・税関Central…Board議長
AEOなどの技術レベルでは大分進歩してきたが、シングル…ウィンドウなどは充分とは言えない。ブータ
ンとのシームレスな物流の実現などで努力中。
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●…Mr.…Madhav…Ragam…
IBM社アジア太平洋政府セクター担当副社長
行政の許認可プロセスに係る電子化だけでなく、貿易そのものに踏み込んだ例えばインボイスやパッキ
ングリストも扱えるシステムにしないと、貿易促進への寄与という面で不足であろう。

●…Ms.…Deborah…Elms,…
アジア貿易ビジネス協会（ABTA）副議長
B-Bで使いやすいシングル…ウィンドウが必要である。

●…Ms.…Ali…Ahmed,…
バングラデシュ国際貿易研究所（BFTI）所長
2021年、2024年をマイルストーンとしてシングル…ウィンドウのステップアップを計画していく。

＜セッション １＞

アジア太平洋地域における電子化に依る持続可能な貿易円滑化、その現実と目標
司会：…Ms.…Manamaya…Pangeni…Bhattarai,…
　　ネパール財務省関税局副局長

プレゼンテーション
●…Mr.…Yann…Duval,…
ESCAP……貿易政策および円滑化部長
本年2019年に実施された国連Global…Surveyの結果から導き出したアジア太平洋地域における持
続可能な貿易の電子化および円滑化の要件について。

●…Ms.…Aileen…Pangilinan,…
ADB……南アジア地域協力局長
南アジア……サブリージョナル経済協力（SASEC…South…Asia…Subregional…Economic…Corperation）
における諸計画について。

パネリスト
●…Mr.…Poul…Hansen,…
国連貿易開発会議（UNCTAD）貿易円滑化部長

●…Mr.…Ying…Qian,
ADB……東アジア局顧問

●…Ms.…Jill…Atieno…Juma,
太平洋諸島フォーラム（PIFS:…Pacific…Islands…Forum）事務局……貿易顧問

●…Mr.…S.P.…Sahu,…
世界銀行……貿易円滑化専門家

＜セッション 2＞

貿易円滑化に関する世界貿易機構（WTO）協定の電子システム上の実装
実装に当たっての課題
司会：Mr.…Yann…Duval,…
　……ESCAP…貿易政策および円滑化部長
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プレゼンテーション
●…Mr.…Xiaobing…Tang,…
世界貿易機構WTO……相談役

●…Mr.…Tahseen…Khan,…
ESCAP…UNNExT…諮問委員会……UN/CEFACT…副議長

パネリスト
●…Mr.…Jihoon…Park,…
韓国経済財務省税関協力局部長

●…Mr.…L…Satya…Srinivas,…
インド間接税・税関Central…Board…次官補（税関担当）

●…Ms.…Battsetseg…Tuvshintugs,…
モンゴル外務省……国際貿易経済協力局副局長

●…Mr.…Mohammed…Mostaba…Ali,…
バングラデシュ国家歳入局…KHULNA弁務所弁務官

●…Mr.…Akhmad…Bayhaqi,…
APEC…政策支援局……上席分析官

◆2日目　9月18日

＜セッション 3＞

持続可能な開発目標に沿った貿易円滑化の整理と成果の上がった実践例
農業、中小企業、婦人の参加に関連した貿易円滑化
司会：Ms.…Mia…Mikic,…
　　……ESCAP…貿易・投資・イノベーション担当部長…
プレゼンテーション

●…Mr.…Melvin…Spreij,…
標準および貿易開発（STDF:…Standards…and…Trade…Development…Facility）事務官

●…Mr.…Mohit…Sippy,…
英国高等弁務官アジア室（DFID）上席企画政策部長

●…Mr.…Suresh…Kumar,…
インド商務局e-MARKET…PLACE…次官補兼CEO

パネリスト
●…Mr.…Bipul…Chatterjee,…
CUTS…International社専務

●…Ms.…Evdokia…Moise,…
OECD喫緊の政策課題（Emerging…
Policy…Issues）局……上席貿易政策分析官

●…Ms.…Maria…Cecarelli,…
UNECE…貿易円滑化長
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●…Ms.…Ally…Spinu,…
Export…Portal……CEO

＜セッション 4＞

「包括的な成長」（inclusive…growth）に向けたTrade…Financeの需要と供給ギャップの、技術による橋渡し

✔……要は、例えば中小企業は貿易に係る融資（Trade…Finance）が金融機関から受けにくいというような状
況が続くと中小企業の成長が困難となるが、アジア開銀はそのような状況の改善を目指すという趣旨。

司会：…Mr.…Jong…Woo…Kang,…
　…ADB……地域協力および地域統合推進局……主席エコノミスト

プレゼンテーション
●…Mr.…Kijin…Kim,…
ADB…エコノミスト

●…Ms.…Emily…Chin,…
主席生産部門事務官……資産・与信リスク部長（CCRM）

パネリスト
●…Mr.…Santosh…Pokharel,…
ADB…貿易金融部門……投資専門官

●…Mr.…David…Rasquinha,…
インド輸出入銀行常務

●…Mr.…Ian…Sayers,…
国際投資センター（ITC）金融および企業の存続性調査部長

●…Ms.…Urachada…Ketprom,…
タイETDA（Electronic…Transaction…Development…Agency）標準部部長…

＜セッション 5＞

ｅ−コマースのための貿易円滑化
国境を越えたシームレスな貿易のための喫緊のイノベーション
司会：…Prof.…Somnuk…Keretho,…
　　　タイ…Kasetsart大学教授……情報技術イノベーション研究室長
プレゼンテーション

●…Mr.…Jong…Woo…Kang,…
ADB……地域協力および地域統合推進局……主席エコノミスト

●…Mr.…Guan…Chengzhu,…
中国税関General…Administration

パネリスト
●…Mr.…Ashutosh…Bajpai,…
DHLインド……副社長

●…Ms.…Hong…Xue,…
インターネット政策および法令研究所（IIPL:…Institute…for…the…Internet…Policy…&…Law）…所長
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●…Mr.…Paul…Donohoe,…
デジタル経済・貿易計画（UPU:…Universal…Postal…Union）…部長

●…Mr.…Patrik…Jonasson,…
GSI社……アジア太平洋政策部長

＜セクション 6＞

アジア太平洋貿易円滑化フォーラム……イノベーション賞の授与
司会：…Mr.…Nagesh…Kumar,…
　　　ESCAP…南・南西アジア地区事務所長
プレゼンテーション

●…IPPC…ePhyto…Solution:…Generic…ePhyto…National…System（GeNS）のアジア太平洋地域への導入
●…CoDEx:…Container…Digital…Exchange
中国-ASEAN間のコンテナの電子データ一元管理システム

＜閉会セッション＞
●…Mr.…Shri…Rajneesh,…
インド商業局事務次官補

●…Ms.…Mia…Mikic,…
ESCAP…貿易・投資・イノベーション担当部長

フォーラム日程終了後、テーマ別に作業部会が開催された。

フォーラムを通じて感じられたのは、一つは、貿易についてはすそ野が広い分、担当する行政部門も多岐
に亘り、その微妙な方針や環境の違いにより、課題への取り組み方にも差異が生じているケースが有るように
思われること。今一つは、貿易を活性化するためには中小企業の貿易への参入を促進する必要があるとの認
識は共有されているものの、そのための大きな課題であり、フォーラムのテーマの一つでもある貿易ファイナンス
供与については、リスク管理の観点とのバランスをどう乗り切るか等、解決すべき問題が多々あることである。
多くの登壇者の発言内容の中で散見されたキーワードは、従来からの「持続可能な」であり、これに新たに「ブ

ロックチェーン」が加わったというところであろうか。
これらに関心が高いことが分かる。
今回のフォーラムは、インドの産業会も協賛してお

り、フォワーダー企業の話も直接聞く機会があった。
しかし、本記事を作成している現在、参加者名簿
が未発表であるため明確ではないが、登壇者の顔
ぶれを見ても、参加者の多くは公的機関やサービス
プロバイダーではないかと思われた。貿易関連企業
の参集を呼びかけ、実務上の率直な意見を広く取
り上げるようにすれば、課題への新たな側面での取
り組みが可能になるのではないかと考える。

以上
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記事２.  国連貿易・輸送地域コード（UN/LOCODE）の改訂について

１．はじめに
国連貿易・輸送地域コード（以下UN/LOCODE。JASTPROのホームページでは「港および地名コード」

と表記）の改訂について、国連CEFACTではUN/LOCODEプロジェクトグループが立ち上げられ、議論
が行われてきましたが、その内容がまとまりましたので、経緯とともに報告致します。

２．UN/LOCODE
UN/LOCODEとは国際貿易に関する地理的場所を識別するための5文字のコード体系です。
5桁のコードの内容は最初の2文字が国の識別番号（ISO3166-1…alpha-2…Country…Codeによる）後ろ3
桁の地名はアルファベットと数字の組み合わせです。数字の0と1はアルファベットとの混同を生じるため使用
出来ません。日本の場合は最初の2文字がJP、残り3文字が地名を示す桁になります。最近新規に登録さ
れた北海道三笠市の場合、JPMKSが付番されました。新規登録の際にはMKSが他に使われていないか
の確認が重要になります。ちなみに国連CEFACTの事務局があるスイスのジュネーブはCHGVAです。
CHがスイスを表すことを知っている人は少ないのではないでしょうか。
UN/LOCODEは、1972年に国連ヨーロッパ貿易委員会（UNECE）の国際貿易手続円滑化作業部会

（国連CEFACTの前身）で作業が開始され、1980年に勧告No.16によって運用が開始された制度です。
地理的場所の特定は国際貿易の商品の移動に必須の情報ですが、同じ場所・地域が言語、慣習、
歴史的背景などの事情で異なる名称で呼ばれることが珍しいことではないため、地名だけでの移動場所特
定（輸出入に必要な公的手続き、契約書の締結を含む）は正確さに問題が生じることがあります。UN/
LOCODEは、これを解決するための国際標準の明確な位置コードとなっています。
現在このコードは交通機関、規制当局、サプライチェーンのデータとして広く使用されています。

３．UN/LOCODEの管理
UN/LOCODEは国連CEFACTの事務局で管理されています。新たなコードが必要となった場合に新
規取得を申請しますが、事務局は全世界の地名を把握している訳ではないので、各国の国内リストを正確
なものとするため、国連CEFACTで各国政府にその国の窓口National…Focal…Pointsを置き、その新規
要求対応と保守作業を行うことを求めています。当局が指名しない、ないしは指名しても機能しない場合、
事務局がCEFACT専門家の支援を受けてNational…Focal…Pointsの機能および責任を引き継ぐ、と定め
られています。
日本のFocal…PointはJASTPROが業務を行っています。過去において日本政府から正式に任命された

という記録はありませんが、JASTPROは設立以来国連CEFACTの窓口を務めていることからこの機能も
担うことになったのだろうと考えます。国連CEFACT日本委員会標準促進委員会、輸出入・港湾関連情
報処理センター株式会社（NACCS）様などと連携しながら、国連CEFACT基準に則り、事務を行ってい
ます。
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４．プロジェクトチーム立ち上げの背景
UN/LOCODEは1980年に開始されてから1995年にメインテナンス手順に関するマニュアルを作成する

などの運用を行ってきましたが、次 と々新たな貿易手順が現れる中でさらなる変更が必要な部分も出て来まし
た。が、勧告No.16の内容変更は国連CEFACTの総会の議決事項ですので、プロジェクトチームを立ち
上げて内容を吟味し、さらにパブリックコメントを求めるという大作業が発生するため、頻繁に行えるものでは
ありません。
2018年4月、スイスのジュネーブで開催されたフォーラムでヨーロッパ諸国、特にドイツ、フランスの要請で
事務局に勧告改変の申し込みでしたが、その理由が「５桁では付与するコード数が足りなくなりそうなので、
桁数を増やして欲しい」というものでした。
3桁にアルファベット26文字と数字8つが使える訳ですからその組み合わせで膨大な地名の付番が可能

なはずですが、「足りなくなる」と言ってきたのです。

５．プロジェクトチームでの議論
ジュネーブフォーラムで立ち上げの提案があったプロジェクトチームのメンバーは各国のFocal…Pointsで
す。国連CEFACT事務局から趣旨の説明が行われ、「持ち帰って検討して欲しい」との要請でした。し
かしながら、UN/LOCODEは既存の各種システム・プログラムで使われており、桁数を増やす改修となると、
膨大な手間と費用と時間がかかります。持ち帰るまでもなく、その場で反対意見が出され、日本も直ちに反
対を表明しました。しかし提案国は「もうすぐコードが足りなくなる」の主張を繰り返すだけでした。
因みに日本はUN/LOCODEに数字を使わずにおりますので、まだまだ付番に余裕があります。
しかし事務局は、他にも改訂したい点があること、現在の事務局と各国のFocal…Pointsとのコミュニケー
ションが必ずしも上手くいっていないので、プロジェクトチーム活動を通じ改善を図りたい、という希望でした。
このことを日本に持ち帰り、国連CEFACT日本委員会の標準促進委員会、運営委員会で報告したところ、
やはりシステムの改修が必要となる桁数の増加は絶対にやりたくない、という強い意見が出されました。

どうして日本はまだ余裕があるのに、こうした国では不足となるのか、不思議でした。フランスのFocal…
Pointは「フランスにはまだ多くの海外領土があり、コミューン（日本の市町村にあたる行政単位）も4万近く存
在する」と説明していましたが、アルファベット26に数字の8を加えた34を基に、三桁を計算（34ｘ34ｘ34）
する限り大体この範囲で収まるはずです。そもそも全ての行政区が国際貿易の拠点なのか、疑問です。し
かし各国の事情に他の国が口を出すというのも出来ないことです。
議論を重ねていくうちに、彼らの運用手順には問題があるように思えてきました。行政区（市区町村）毎に
与えられるUN/LOCODEは、例えば「東京都中央区」はJPCKUが付番されており、「中央区八丁堀」で
新規申請があっても付番は認められません。特例もあり、例えば「東京都大田区」はJPZADですが、大田
区にある「羽田空港」はJPHNDとする、などの運用を行っています。国連CEFACTの基準と違った運用
をする時は、日本のFocal…Pointが国連CEFACT日本委員会標準促進委員会に諮って決定します。
コードが不足しそうだ、と主張する国は細かく付番しすぎているようです。会議では時折「ポスタルコード（郵
便番号）の方が便利だ」「アマゾンの配送システムを見習う」などの発言を行うのですから、UN/LOCODE
の使い方が違うのではないか、と思います。国境が陸続きの欧州各国の日常では、日本とは国際貿易とい
う意識が別のものである可能性があるのかも知れません。
各国のFocal…Pointsは打ち合わせに毎回ジュネーブまで出向くことは出来ないので、会議はPhone…Call
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（インターネットによる電話会議）になりますが、時差の関係で参加者は欧州の人が中心でした。日本からの
参加は夜中になることが多く、厳しいものでしたが、勝手に桁数を増やすことを決定されては困るので、出
来るだけ参加しました。最初は発言のなかった他の国も、事態の深刻さを共有出来るようになり、桁数の変
更だけは絶対に避けたいという意見が徐々に増えていきました。増桁を要請しているFocal…Pointsは年に…
2回のフォーラムで顔を合わせる人たちですし、困った事情があれば出来るだけの協力をするのは当然です
が、数カ国だけの事情で全体が大打撃を受けるのですから、対立は仕方のないことです。

2018年10月の中国杭州のフォーラムで、桁数を増やさないことが最終的に決まりました。必要な国は
Child…Code（枝番）を使って桁数を増やす、ということにしたいので、その方向で勧告を改訂したいという案
が出され、「その国に仕向ける場合、Child…Codeが必要なのか（＝この場合も輸出国側でシステムの変更
が必要となってしまう）」という質問には「そうはならない」ということで、増桁の議論は収束しました。
具体的にはChild…Codeは既存のUN/LOCODE域内の特定な施設に付番し、Child…Code…Listで管
理することでまとまりました。

５．今回の勧告No.16の主な変更点
その他に勧告の改訂が議論されたのは、「場所の機能コード」の追加です。

新たに内陸港、と特別経済特区が加わりました。河川・湖の港でも海の港と同じ扱いでも良いではないか、
と思うのですが、強い反対意見はありませんでした。
他には、「コードにTime…Zone（時差）を入れよう」という提案もありましたが、夏時間、冬時間を持つ国も

あり、「誰がデータをメインテナンスするのか」という問題があるため、今回の採択は見送られました。
その他、勧告No.16の改訂ではありませんが、Validationをエクセル表のやりとりからWebを使って行う

ことが決まりました。

　          ＊＊Function

８とAが追加になります

8 A

場所の機能Code（下記参照）

0

function not

known,to be

spcified/機能不詳、

2
rail terminal/鉄道

ターミナル
5

postal exchange

office/郵便集配所
B

1

port,as defined

Rec.16/港勧告16号

で定義されているも

の

4 air port/空港 7

inland water

transport

河川・湖の港

special economic

zone

特別経済区域

border crossing/国

境（検問所）

road terminal/道路

交通ターミナル
6

reserved for multimodal

functions,ICD's etc/複合輸

送機能、 ICDs等用の予備

(注）

reserved for fixed

transport functions(eg.oil

platform）/固定輸送施設機

能（例、Oil Platform）用

の予備

3
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６．実際の申請の現状
現在、年に2回、国連CEFACTの事務局から各国のFocal…PointsにValidation…Request（審査要請）

があります。国連CEFACTの事務局が頭を悩ませているのが、これに対するFocal…Pointsの反応が悪く、
返答を得るのに相当な苦労がある点です。「何も言わずに締切前に回答をくれるのは2～ 3カ国だけ」という
問題点が指摘されました。
Focal…Points側にも言い分があります。半年に一度だと作業に習熟できず、作業そのものも煩雑なため、

ついつい後手に回ってしまいがちになるのです。コードを申請した人にとっても「最長で半年も待たされるのか」
ということになり、「せめて3か月に一度にしたらどうか」という意見がありましたが、事務局は事務量が増える
ことに消極的でした。
Focal…Points側が抱える一番の問題は、その申請内容がいい加減なことです。日本のコードの申請者の

ほとんどは海外の通関業者ですが、日本語の表記に慣れていないためか、スペルに誤りが多く、地名が特
定できないケースがあります。また正確な表記であっても例えばEsashi,…Hokkaidoは江差町（JPESI）なの
か枝幸町（JPESS）なのか判断できないなどの事例が生じます。地名を正確に把握するため、申請には
Prefecture（県）に加え所在地の緯度経度を入れることが求められていますが、県名がブランクだったり、
緯度経度をたどると太平洋の真ん中だったりします。「場所の機能コード」に１（＝港）と申請がある場合、そ
の町は内陸に位置しているため、本当にその町で良いのか、と疑うような事例も多々あります。困るのは申
請者にその事実を問い合わせても、国連CEFACT事務局に届け出たメールアドレスが不正確で、フォロー
が出来ないケースが多いことです。この場合はもちろん登録は出来ず、国連CEFACT事務局には「reject」
の通知をします。
そういう作業を繰り返しながら、日本のFocal…Point歴代担当者は国連CEFACT事務局からの信頼を
失わないようにしてきました。

登録した後のコードの使用頻度は国連CEFACT事務局もFocal…Pointsも分かりません。「不足するよう
ならば使われていないコードを廃止したらどうか」と思われるかも知れませんが、どのコードがどういう頻度で
使われているのかが分からないのです。因みに、国際紛争などがあって国境が変更されるような場合があっ
ても、国連CEFACT事務局は政治的な関わりを避けるため「変えない、削除しない」ことを原則としています。

以上
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ

1  23 August 2019: 
This…is…to…announce…a…60-day…public…review…concerning…the…Pipeline…Data…Exchange…Structure…
BRS… (PDES).… If… you…would… like… to… submit… comments,… please… use… the… appropriate… template…
provided…on… the…public…Review…page… and… send… to… the…project…Leader,…David…Roff… before… 24…
October…2019.

2  BREXIT関連
10月28日から11月1日の国連CEFACTロンドンフォーラムの開催に当たり、英国のEU離脱（BREXIT＝
今のところ10月末が見込まれる）に関し、CEFACTのフォーラム開催の掲示板で以下の注意喚起が行わ
れております。

BREXIT…considerations
If… you…will… arrive… in… the… UK… after… the… 31… October… 2019,… please… consult… the… following…
information:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

If…you…are…a…UK…national… living… in…the…EU…and…will…travel… from…the…UK…back…to…the…EU…after…
the…31…October…2019,…please…consult…the…following…information:…
https://www.gov.uk/uk-nationals-living-eu

以上
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JASTPROからのお知らせ

10月末の国連CEFACTロンドンフォーラム参加のため、通常月末に発刊予定の月刊誌10月号の編集作

業が遅れます。フォーラムの内容もご報告したいので、10月号は11月に、10/11月号として発刊の予定です。

11月はAFACTの総会（18日から21日　於バンコック、タイ国）があるため、10/11月号の発刊日は調整中

です。　

以降は通常通り、12月号は年末に、1月号は年始ご挨拶を中心に1月中旬に発刊予定です。

一般財団法人…日本貿易関係手続簡易化協会

　　　　　　　　　　月刊誌編集事務局
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関…

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　http://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【ご連絡窓口】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　祁答院（けどういん）…包則

　　…E-mail…address:……gyomu_dept@jastpro.or.jp


