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記事１. 貿易の実務と理論
（26）
早稲田大学名誉教授

椿  弘次

はじめに：対米取引におけるtrade terms
本誌 No.457に続いて、国際複合一貫を利用する定型貿易条件（trade terms）を検討したい。アメリカか
らの製品（コンテナ化可能であれば、製品に拘らないから、包装貨物と呼ぶのが適切かもしれない）の輸入
仕入れを念頭に置いて説明することにする。
アメリカの統 一 商 法 典（Uniform Commercial Code; UCC）は、かつて、§2－219 ～ 323に、FOB,
FAS, CIF, C&F（CFR）, Ex Shipの主要条件について規定し、公式の注釈を付していた 1。2003 年におけ
る改定に際して、FOBなどのtrade termsに関する規定は削除され、実務家の自由な選択に委ねられ、明
示の反対の取り決めがなければ、適用可能な取引の慣行、履行の経緯、取引の経過などに照らして、
trade termsは解釈されなければならないとの注釈が付された（解釈に参考にされるべき取引の慣行などは、
UCC§1－303に定義されている）。とりわけ、Incotermsなどの援用が示唆された。それ以来、アメリカでは
trade termsの解釈や定義が、取引実務の慣行（usage）に委ねられた。その結果、Incotermsの重要性
が高まったと思われる。しかし、改正アメリカ貿易定義（1941 年）は、国内取引条件に関して大陸国に独特
な条件、
とりわけFOBを6 種に分類して定めており、
UCC§2－219 以下の旧規定に基づく実務家の理解も残っ
ていると思われるので、在米の支店・子会社などを通じて対米仕入を行う企業はそれらを無視することはでき
ないだろう2。本稿では、それらも参酌しつつ、対米輸入取引におけるIncoterms© 2010に定める国際複合
一貫運送を利用する国際売買にも使用できる3 規則について、検討を加えておきたい。
周知のとおり、
選択される運送手段を問わず使用できるtrade termsを第一クラス
（the first class）
と呼び、
以下の6 規則を定義している3。
EXW（EX Works）、FCA（Free Carrier）、CPT（Carriage Paid To）、CIP（Carriage and
Insurance Paid To）
、DAT（Delivered at Terminal）
、DAP（Delivered at Place）
、DDP（Delivered
Duty Paid）
最初の４規則の内 EXWを除く3 規則は、
（輸出国の）出荷地渡し条件（shipment contract）であり、D
で始まる3 規則は
（輸入国の）仕向地渡し
（destination contract）
である。日本でいう送付債務（送付売買）
、
持参債務（持参売買）の分類に当たる。EXWは、
日本でいう現物の取立債務に該当する4。運送業者によっ
て契約品が運送されることを、当事者が契約で約定していないので、EXWは上記のその他の規則と性質
を異にし、
現物の現場渡し条件（loco terms）
に相当する。このため、
本稿では検討の対象にしない。ただし、
いわゆるBuyer's Consolidationの業務において、
買主（輸入者）
が手配した輸出現地のフォワーダーに集荷・
1

旧規定の条文は、2003 年版までの「公式テキストおよび注釈」参照。2004 年の改定版および第 2 編（Sales）
に関する付属資料 XX
参照。
2 この6 種のFOBについては、浜谷源蔵『最新貿易実務』同文舘出版、補訂新版（2008 年）
、pp.58-59、および朝岡良平『貿易売
買と商慣習』東京布井出版、第三版（1983 年）
、pp.123-131、本誌 No.436 で既に言及したので、併せて参照されたい。
3 Incoterms© 2010 以降、各略号は「条件」
と呼ばず、それぞれ独立した「規則」の扱いになった。
4 内田 貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権』東京大学出版会、第 3 版、「第 2 章 2. 債権入門」、2005 年および神崎克郎『商行為
法Ⅰ』有斐閣、1973 年、pp.157-160 参照。
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引取の指図をする場合、このloco terms 仕入が行われることはあるだろう。
また、DDPは、輸出入の一切の通関手続きを売主が行う義務を負うので、もし、輸出者が非居住者であ
る場合には、税法上の制約も大きいため、定型取引条件としては使用例が限られる。これも、本稿では取り
上げないことにする。
その他に、国際商品の売買に関する同業者協会ないし商品取引所の標準取引約款に定型取引条件が
見られる5。しかし、概ねこれらの約款が対象にしているのは、バラものの大量貨物であるから、本稿の対象
から外れる。
Incoterms© 2010に準拠すべきとの約定が結ばれていなければ、アメリカでは依然として、改正アメリカ貿
易定義が、援用されることがあるだろう。また、UCCの旧規定に基づくFOB 条件の理解が当事者にあれば、
陸上売買でもFOBは使用されうる。旧 UCC§2－319（1）
（ｃ）は、FOB vesselに限定せず、FOB car or
other vehicleも含むと規定していたから、FCAとFOB cars or other vehiclesを混同しないように注意する
ことが必要である。したがって、海上コンテナによる国際定期貨物運送サービスを利用する対米売買に、
Incoterms© 2010の趣旨と異なるFOB 条件が選択されることはあり得る。このため、アメリカ型のFOB 条件
とIncoterms© 2010に定めるFCA 規則を対比し、準拠する規則について明確に合意しておく必要がある。
本稿では、Incoterms© 2010に掲げられている前記の諸条件との対比上、改正アメリカ貿易定義のFOB 系
の条件に焦点を絞りたい。
なお、取引界で、Incotermsについて、正確に理解されていると言えない状況が見られることは、吉田友
之『インコタームズの使用動向に関する実証研究』関西大学出版部（2005 年）
、同「トレード・タームズの使用
動向に関する時系列的考察 — 在阪貿易業者を対象とした2012 年アンケート調査より —」
『日本貿易学会
誌』第 51 号（2014 年）
、pp.3-13、古くは、朝岡良平他『貿易慣行アンケート調査総合報告書』国際商事仲
裁協会（1974 年）においても報告されている。UCC§2－219（旧規定）が注記するように、価格採算とともに
FOBなどの略号で表示されても、それは引渡条件用語として扱うべきである。実際には、費用負担の限界
と引渡義務の履行が混同して理解されていることがあり、典型的には、かつて荷為替決済条件のFOBと
CFR が同じと混同され、あるいはCIF 売主は仕向地までの物品の物理的危険を負担するというような主張が
なされたことがある。この他に、コンテナ運送による出荷地渡し規則においては、いわゆるship's railを危険
の移転の時点として重視する必要がないことを強調して、前記の第一クラスがグループ化されていることを十
分意に介さず、依然として、コンテナ貨物の売買にFOB, CFR, CIFの第二クラスに属する規則が誤用され
ている。特に、開港と出荷地あるいは仕向地との距離が長い大陸国との取引では、これを避けなければなら
ない 6。

１. Incoterms© 2010におけるFCA, CPT, CIPと対米輸入取引
Incoterms© 2010に掲げられている各略号は、単なる価格採算用語ではなく、判例法上は、引渡条件
（delivery term）用語であることに留意することが重要である。特に、CPT, CIPの両規則においては、引
渡の場所および時点と危険の移転（transfer of risks）時点は同じであるが、運送および保険の手配とその

 chmitthoff The Law and Practice of International Trade, 12th ed.（by Carole Murray et al.）, Sweet & Maxwell,
S
para.32-011, 2012 参照。
6 Incoterms© 2010に定める条件のうち、FOBおよび CIFについて、江頭憲治郎『商取引法』有斐閣、第七版（2013 年）
、第 1 章第
二節第 3 款において、ページが割かれている。参照されたい。
5
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経費分担の時点と危険の移転時点とは異なることを十分了解しなければならない。
このような扱いは、CIF 系統の条件の形成に起源がある。すなわち、書類による担保付売買により、荷為
替書類による早めの代金決済を行う貿易金融上の利点を生かすために、隔地者間取引の売主に運送およ
び /もしくは保険の手配義務を課す取引条件が、19 世紀半ば頃より西欧で形成されてきた。このことは、

Schmitthoff The Law and Practice of International Trade , 12th ed.（by Carole Murray et al）,
Sweet & Maxwell, 2012, para.2-019 以下、M. Bridge et al.（ed.by）, Benjamin's Sale of Goods ,
Sweet & Maxwell, 8 th ed., paras.18-21, 2010, F. Lorenzon（ed. by）, Sassoon's, CIF & FOB
Contracts, Sweet & Maxwell 5th ed., 2012、朝岡、前掲書、などに詳説されているとおりである。これに
大きく寄与したのが、定期航路の発展に伴う船荷証券の傭船契約からの分離・独立であり、船荷証券に関
する法律の成立（当時の国際商品貿易をリードした英国の場合、1855 年船荷証券法）や国際条約（先例と
して、1924 年の船荷証券統一条約すなわちヘーグ・ルール）の締結である。1936 年に最初のIncoterms
が定められて以来、この歴史的背景を担って、1990 年版に至るまで、国際商業会議所（ICC）はもっぱら紙
の船荷証券をベースに、CIF 条件を定義し、統一規則を発表してきた。CIF 売主が提供すべき書類に、船
荷証券以外の運送書類が加えられたのは、1990 年版のIncotermsにおいてである7。
実務界では、こうした歴史的背景と経済的事情は、取引の交渉において十分顧慮されることが多くなく、
価格採算面が重視されるために、前述のUCC§2－219の注記が必要なような状況を生んでいる。そこで、
FCAとCPTおよび CIPに二分して、Incoterms© 2010 規則の使用法に注意を払いつつ、国際複合一貫
運送を伴う対米輸入仕入条件に焦点を当てて、説明していきたい。
（A）FCA 規則
この条件における契約品の引渡のための指定場所は、売主の施設（工場、倉庫）のほかに、売主が
指定する場所である。この場合、概ね、運送事業者のターミナルになるだろう8。その場所で、危険の移
転が生じ、契約品の引渡し後は買主の危険負担の下に運送される。このターミナルは、国際運送事業者
の拠点（hub）であるか、そこと支線サービス（feeder service）でつながる売主に最寄りのターミナルであ…
ろう。
輸出通関は売主の責任であり、買主は輸入通関手続きを行う義務を負う。このため、できる限り明確か
つ詳細に引渡のための指定場所を合意することが肝要である9。
売主の施設が引渡場所に指定された場合、EXW 規則との差異を明確に理解しなければならない。
ICCの助言メモによれば、FCAと対比して、EXWはむしろ国内取引に適した規則であり、したがって、
EXWの売主には、契約品を運送手段に積込む（積載）の義務はなく
（言い換えれば、取立債務である）
、
輸出通関に関する義務もない。合意された地点からの契約品の引取りに関して、買主が一切の責任と義
務を負担する。したがって、税関に対し積荷情報の提供義務を買主が負う。
FCA 規則は、国際売買にも使用可能な条件として、EXWと同様に運送契約の手配義務を売主が負
担しないのを原則とするが、買主の依頼ないしは商慣習により、この手配義務を代行することは妨げられて

7

1990 年版 IncotermsのCIFおよび CFR 売主の義務第 8 項は、引渡の証拠書類に非流通性海上運送状（non-negotiable sea
waybill）
もしくはEDIによる電子的等価物の提供を認めた。
こ と ば 教えて
8 そのような場所としてのインランド・デポについて、2016 年 11月29日付け
『輸送経済』誌、
「○○○
！」参照。
9 Incoterms© 2010の序文に掲げられている
「規則の使用法」
３. 参照。
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いない（FCA 売主の義務 A3）。したがって、売主や売主側のフォワーダーが、アメリカから国際一貫運送
契約を手配する資格と能力を備えていないときは、売主を介してそのような契約の手配ができるNVOCC10
に運送契約の手配の代行を依頼することになろう。もちろん、FCA 規則ではなく、CPT 規則、CIP 規則
を選択しても良い。
また、契約品の引渡は、指定の場所において、買主指定の運送手段に積み込んで行うのが通常である。
契約品を収納している荷台部分が、トラック・ターミナルでトレーラーから引き離され、買主指定のトレーラー
に連結される時に、引渡しが行われたと見ることもできる（FCA 規則 A4 b）。実入りの国際コンテナによる
運送人への引渡しは、コンテナ・ターミナルで指名の運送人の処分 ・管理下に荷卸し準備を整えてそのコ
ンテナを置くことにより履行される（FCA 売主の義務 A4）。具体的には、指名のコンテナ運送人のCFSま
たはCYに持ち込んで引渡される。この点は、FCA 買主が、運送本船を指定した場合、従来のFOB
vesselと混同しやすいので、十分注意すべきである。
改正アメリカ貿易定義にいうⅡ－A  FOB named inland carrier at named inland point of departure
は、輸出通関手続きに関する義務を除き、ほぼ FCA 規則に該当する。しかし、旧 UCC§2－219（1）
（a）
とは、運送契約手配義務が売主に課されている点で異なっていた。この手配義務について規定するUCC
§2－504（Shipment by Seller）は、公式注釈（Official Comment）1に説明されているように、FOB
point of shipmentの特例（すなわち、売主が買主に代わって運送手配義務を負担する）の場合、および
C＆F（CFR）および CIF 契約を対象にしている。
なお、改正アメリカ貿易定義のEx point of originは、Incoterms© 2010のEXWに該当する。前記の
Ⅱ－A の FOB 以 外 のアメリカ型 FOB 条 件 は、Ⅱ－F の FOB（named inland point in country of
importation）を除き、概ね国内出荷、輸出のための国内仕入条件で、FOB 規則を国内取引に適用す
る場合の具体例を示すものと思われる。
（B）CPT 規則および CIP 規則
「輸送費込」、「輸送費保険料込」と称され、合意された出荷地点において、売主が手配した運送人
に契約品を引渡すことにより危険が移転し、基本的にFCA 規則と同様の引渡条件である。ただし、それ
ぞれの規則の売主の義務 A3に従うことが必要である。すなわち、合意された出荷引渡地点と指定の仕
向地もしくはその仕向地内の指定地点までをカバーする運送契約を売主は運送人との間で締結するか、
締結済のそのような運送契約を手配する義務がある（これは、既積品の洋上売買の場合に該当する）。ま
た、その履行に必要な運送賃を売主は支払わなければならない。基本の考え方は、port - to - portの海
上運送を前提にしたCFRとCIFと同じであるが、選択された運送手段の如何を問わず、引渡しは運送人
に対し（あるいは運送人の管理下に）契約品を置くこととし、その時をもって危険が買主に移転する点で、
「船積」
（具体的には、passing the ship's railもしくはloaded on board the vessel）を危険移転の時と
するCFR、CIFと異なる。コンテナによる国際複合一貫運送が内陸の鉄道運送で始まる場合もあり、この
点は、十分理解しておくべきである。内陸が浅く、税関の立地が海の港に集中している日本的感覚で、ア
メリカ、中国、ヨーロッパなどの大陸国にある相手方と輸入取引するとき、とりわけ、この差異の理解が必
要である。輸出通関は、売主の責任であり、輸入通関は買主の責任である。したがって、内陸税関が

10

46 USCA §40102（16）
の定義参照。なお、NVOCCとOcean Freight Forwarderは、併せてOcean Transport Intermediary
（OTI）
と定義されており、その差異は明確でないように思われる。46 USCA §40102（19）参照。
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鉄道ターミナルにあるか、鉄道運送の始点以外の遠隔地の税関で輸出通関手続きが認められると、前述
のOcean Freight Forwarder が売主のこの義務を代行することになろう。
費用の負担については、売主の義務 A3 a）に定める引渡までの諸経費および運送賃は売主の負担で
ある。ただし、運送契約により指定の仕向け地における荷卸しの諸経費が売主負担であると定められてい
る場 合は、これも売 主の負担になる（CPT 売 主の義 務 A6 b））。 特に、仕 向 港におけるTerminal
Handling Chargeについては、この点を明確にしておかなければならない。
この両者の相違の大きな点は、貨物保険契約の手配義務の有無である。CIP 規則では、売主が貨物
運送保険を手配すべきこととされている（CIP 規則売主の義務 A3 b））。運送区間をカバーし、協会貨物
約款（ロイズ市場協会 /ロンドン国際保険業者協会）の（C）条件またはそれと同種の約款により定まる填補
範囲を充足する保険契約を売主は手配し、被保険利益を有する買主その他の者に保険金の請求を可能
にする保険書類を提供しなければならない。填補範囲が狭い（C）条件ではなく、
（A）
もしくは（B）条件を
選択するときは当事者の特約により、それに伴う追加の費用は、買主が負担するのが原則である。
以上を踏まえて、国際複合一貫運送契約における実務上の約款を検討し、FCA, CPT, CIPの各規則
との整合性を、対米輸入に焦点を当てて確認しておきたい。

２. 国際複合一貫運送に関する実務上の約款 11
このことは、輸入者（買主）の視点に立って検討すべき課題である。FCA 規則の場合には、買主は、適
時に、言い換えれば納期の到来の相当以前に運送契約を締結しなければならない。輸出者（売主）の出荷
準備に間に合って、運送人名、契約品の引渡しのためのターミナルの名称、運送手段などを、買主は売主
に通知すべきである（FCA 規則などの売主の義務 B7 参照）。CPT 規則、CIP 規則の場合には、売主が運
送契約の手配義務を負担する（それぞれの規則の売主の義務 A3 a））。運送契約の内容のうち、仕向地に
おける買主の荷受けに必要な情報を通知する義務を、売主は履行しなければならない
（売主の義務 A7）。
a）
運送品の受取
この種の運送においては、受取式の運送証券が発行されるので、運送のための運送品の受取地点
（place of receipt）欄に、具体的な場所がコンテナ・フレイト・ステーションまたはコンテナ・ヤード名を示し
て指定される。印刷約款により、その地点で「外観上良好な状態で受取られた」旨が明示される。特に、
注記事項（remarks）がなければ、これにより、Incoterms© 2010のFCA 規則等の売主の義務 A4 が充
足される。運送証券の表面には、
仕向け地における引渡地点（place of delivery）
もしくは荷揚港欄があり、
そこに売買契約上の仕向地に該当する地点が表示されることで、CPTおよび CIPの各規則の売主の義
務 A3 a）を充足する運送区間が定まる。この点、売買当事者は、受取地点および引渡地点について、
明確かつ詳細に合意しなければならないことが明らかである。横浜港であれば、本牧、大黒などと具体的
にターミナルを指定すべきだろう。
b）
運送経路
（Route of Transport）
運送経路の選択の自由が、運送人に許容される旨が運送約款で定められているが、海上、陸上、航
空のいずれによる運送とするか、海陸（sea-land）
、海空（sea-air）の複合運送とするかは、当然、売買

11

NYK, K Line, JIFFAの各複合運送証券を参照した。
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当事者間の取り決めによる。一括出荷ないしは分割出荷とするかについては、運送人に裁量権があると
約款に規定されている。選択された運送経路は、直行、広告公示、慣習的のいずれであるかを問わない
と規定されているが、特段の事情がなければ、直行の慣習的経路による運送によるべきである（CPT 規則
売主の義務 A3 a）では、「by the usual route and in a customary manner」と規定している）。それ
が複数ある時は、売主・買主間の合意に委ねられる。それを逸脱すると、正当な理由がなければ、貨物
運送保険上の「離路」に該当する。被保険者である売買当事者は、そのような離路を知った時には速や
かに保険者に通知して、保険担保の継続の手配をすべきである。
c）
運送契約の通常の条件
（on usual terms）
この点については、「通常の」の意味が確かめられなければならないだろう。NVOCCを含む国際コンテ
ナ運送会社は、いわゆる複合運送証券（the Combined（or Multimodal）Transport Bill of Lading；
以下、CT B/LもしくはMT B/Lという）を、荷送人に対し、運送品の受取時に発行する。その証券の
裏面には、「一般運送条件」が印刷されている。そこには、至上約款（Clause Paramount）
、準拠法な
らびに裁判管轄約款（Governing Law and Jurisdiction Clause）
、下請運送約款（Sub-contracting
Clause）
、運送経路約款（Route of Transport）
、および複合運送（Combined Transport）の場合を含
む運送人の責任約款（Responsibility）などが含まれ、コンテナ運送に密接に関連する不知約款
（Unknown Clause）
、荷主詰めコンテナ約款（Container Packed by Merchant）
、
甲板積み約款（Deck
Cargo）などが続いている。
それらを概観して、
CPTおよび CIPの各規則において、
売主が手配すべき運送契約の「通常の条件」を、
前述のa）および b）を除き、確かめておきたい。
イ）
複合一貫運送における運送人の基本的責任
周知のように、国際海上貨物運送には、国際条約であるHague Rules（1924）およびその改訂規則
であるHague-Visby Rules が、運送約款の定めにより適用されるのが通常である。準拠法ならびに裁
判管轄約款の適用を前提にしつつ、至上約款により同条約および締約国がそれを国内法化した国際海
上物品運送法（Carriage of Goods by Sea Act; COGSA）により、国際複合一貫運送は規律されて
いる。日本のCOGSAは、
船積港もしくは陸揚港のいずれかが外国にある場合に適用される。したがって、
輸出 B/Lおよび輸入 B/LともにCOGSAの適用対象になる。この点は、アメリカについても同様である。
しかしながら、国際複合一貫運送を対象に運送証券が発行されても、COGSAの適用が海上区間を越
えて、陸上運送および /もしくは航空運送に及ぶかは、それらに関する国際条約および各国の強行的な
国内運送法の規定いかんによる。これを念頭に、いわゆるNetwork Liability System（対荷主単一
責任、異種責任原則組合せ型）
と呼ばれる運送責任約款が広くCT B/Lに採用されている。すなわち、
運送品に生じる損害につき契約上の責任は複合運送人（Combined Transport Operator; CTO）が
全運送区間に対して負担するが、賠償責任原則は損害発生区間に強行的に適用される法律の規定
があればこれに従うという仕組である。
課題は、損害発生区間の特定である。コンテナ運送は、運送途上で、コンテナを開扉しないことを
原則としている複合一貫運送に依存している。したがって、国際複合一貫運送におけるアメリカの鉄道
運送中の脱線事故の場合のように、損害発生区間が特定しやすい例は多くなく、仮に容易に特定でき
るとすれば、それは概ね大事故（例えば、コンテナ一個単位の滅失、損傷）である。仕向け地で開扉
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した時に発見され、発生区間の不明ないわゆる「発生区間不明の損害＝concealed damage」は、外
部から容易に認識できない。このSystemの下では、そうした損害に対しては、相対的に距離の長い
海上区間に適用される責任原則、すなわち、COGSAに基づく一包み（package）もしくは運送単位
（freight unit）当たりの責任制限額が適用される約款構成になっている。この場合には、新たな課題と
して、運送品一包みもしくは運送単位（運送賃計算上の単位でもある）の定義が浮上してくる（この点に
ついては、package limitationの問題として既に多く論じられてきたが、現在では、運送証券の表面
の記載欄「コンテナその他の容器または単位の総数（文字表記）
（Total number of Containers or
other Packages or Units in words）」を基準にとって責任制限額を乗じる計算により損害賠償額が決
められる扱いになっている12。したがって、運送証券のこの欄にどのような記載をすべきかにつき荷主の
判断が重要である。売買当事者が、このことを理解した上で、取引交渉上において合意すればよい。
運送保険契約の手配義務を負う荷主としては、それを前提に、貨物運送保険上の手配を行うべきであ
る
（CIP 規則売主の義務、A3 ｂ））。
この一包み当たりの責任制限額は、日本のCOGSAによれば、666.67SDR（もしくは2SDR per kg）
であり、アメリカではUS$500 per package である。いずれにしても、標準的な国際海上コンテナのサイ
ズとその中に積載される運送品の総価額に比して、かなり低額である。COGSAは、運送品の種類およ
び価額が、運送委託の際に荷主から通告され、B/L が交付されて、通告に基づく記載がなされると、
この責任限度額の適用は回避される旨を規定している（いわゆる高価品に対する特則と称され、日本の
COGSA 第 13 条 5 項の定めによる）。これは、具体的には、B/L 表面の「荷主による申告価額記載欄」
に、価額（value）が記載され、高価品に関する約款に従い割増運送賃が支払われることを前提条件に
している。この点も、売買当事者の意思如何による。したがって、売買契約において、高価品に関す
る約款に従い、運送品の価額申告を行う結果、割増運賃（従価運送賃＝ad valorem freight）の負担
について当事者間で特約する必要がある。しかしながら、約款上、高価品には貴金属、化学物質、
証券類、芸術品などが含まれるが、通常、それらは航空運送されるので、運送品の種類面ではこの
特約の対象になる例は少ないだろう。この約款の対象外の種類の商品で、この欄への価額記入を売
買当事者が望むかどうかは、従価運送賃の負担の是非に関する判断の問題で、それを望む場合には
特約を必要とする。この判断は、航空運送賃と国際コンテナ運送における高価品割増運賃の比較、さ
らには、該当の貨物保険料率をも考慮して総物流費を見積もることに左右されるだろう。国際コンテナ
運送賃は競争的で、コンテナの大型化、運送の安定および機械荷役による荷役作業の迅速化などによ
り、運送賃は相当廉価になってきている。このため、一般的な高価品の運送に国際コンテナ運送が利
用される例も少なくない。それ故、航空運送による売買とするか国際コンテナ運送による売買とするかの
選択が重要になる例も珍しくない。荷主にとって、複合運送責任制度も、国際コンテナ運送と航空運送
の間で比較対象に十分なりうる。
ロ）
甲板積み
国際海上コンテナによる複合一貫運送においては、COGSAにおける運送品の艙内積みの原則が、
コンテナ船の構造と運送効率から、自動的に適用されることにならない。すなわち、コンテナ船には、甲

12 日
 本のCOGSA 第 13 条 3 項は、運送証券に記載された運送品の包みもしくは個品の数、または容積もしくは重量を基準にとると定め
るが、この欄にコンテナその他の容器または単位が記載されると、それが優先すると扱われている。
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板そのものが設けられていない構造になっていて、いわゆるハッチ（艙口）の上に数段にわたってコンテ
ナが積載される。また、20フィート型を単純に二倍したものが 40フィート型のコンテナの載貨重量となるも
のでもない。コンテナ埠頭のクレーンの能力および船の安定性、運送品の種類および仕向地に基づく積
付計画（stowage plan/bay plan）などに対する考慮から、コンテナの積付けが運送人の合理的裁量
に委ねられる旨、「積付けの自由裁量および甲板積貨物約款（Optional Stowage and Deck Cargo
Clause）」に定められている。他方、安全上、輸入者（買主である荷主）は自社の運送品の艙内積み
（under deck stowage）
を売買契約において定めて運送契約に反映させたいこともあろう。
しかしながら、
それは必ずしも常に容易ではない。荷主としては、この約款により、結果的に「甲板積み」となったとして
も、COGSAの適用上、それをB/L 面上に「cargo on deck」と表示してほしくない。運送人もそれに対
応し、この約款による裁量に基づく甲板積みのときは、「cargo on deck」の表示はしない。
この点は、本船の安定性に関し、
「海上における生命の安全に関する条約（SOLAS 条約）に基づき、
コンテナ総重量の証明（Verified Gross Measures; VGM）が 2016 年 7月に日本でも荷主に課されたこ
とも関係している。また、荷主が支配しえない事情による積付け位置の決定であるとの事情により、「甲
板積みか否かを問わず（on deck or not）」との条件による貨物海上保険の手配が行われることと表裏
をなしている。輸入者（荷主）
としては、「甲板積み」と表示されないよう提供されるべき運送書類の要件
に明記すべきである。

終わりに
以上のほかに、通常の運送条件に関しては、取り上げるべき事項（不知約款と荷主詰めコンテナ、履行
補助者への責任制限の適用、すなわちHimalaya Clause の適用範囲、機器受渡証（Equipment  
Receipt）
と運送人のコンテナに対する責任、荷送人の運送品の種類、重量・容量・記号などの通告義務
の重要性など）が少なからず残っている。これらは、紙幅の都合上、次号において取り上げたい。また、運
送契約の手配義務を履行し、契約品を出荷したことを証する引渡書類が裏書譲渡可能なものであるべきか
否かの論点も、次号で検討したい。
物流業務の一括的管理からすれば、CPT 規則はやや中途半端に見える。包括予定保険や予定保険の
特約により、輸入者（荷主）が保険の手配漏れを防ぎ、包括的な契約により経費を節減したいと望むのは当
然である。しかし、国際貨物運送契約の通常の条件が、運送人の責任制度と保険填補の範囲との間で表
裏の関係にあり、万が一の貨物クレームへの迅速な対応を考えると、FCA 規則もしくはCIP 規則を選択する
ことが好ましいだろう。これにも留意して、具体的事例の検討を試みたい。
以上
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記事２. WCO
（世界税関機構）
主催、
「HS改正に伴う特恵原産地規則の
更新に関するワークショップ」の模様
2017年2月6−7日、於：ブリュッセル
（ベルギー）
WCO事務総局

標記ワークショップは、2017 年 2月6−7日、在ブリュッセルWCO 事務総局において開催され、WCO 加盟国
税関当局、ECOWAS、WCCAS 等の地域経済圏の事務局、UNCTAD、WTO 等の国際機関及び民間
有識者が参加した。JASTPRO からは、今川業務二部長が参加し、貿易事業者の立場からのプレゼンを行っ
た。本ワークショップの概要は以下のとおりである。
ほぼすべてのFTAにおいて、特恵税率の譲許表及び特恵原産地規則にHS 品目表が使用されている状
況にあって、HS 品目表は5 年毎に改正される。関税分類に使用されるHSは、通常、遅滞なく改正されたもの
が適用されているが、FTA 原産地規則に使用されるHSに準拠した品目別規則はFTA 協定が締結された時
のものが更新されないことが多いことから、関税分類と原産性決定に際して現行版と古い版のHSを参照しな
ければならない状況が生じている。このため、FTA 品目別規則をHS 改正に合わせて更新し、整合性を確保
することが非常に重要となる。これにより、原産地規則の適用非違を防止し、効率的で有効な関税収入及び
円滑な貿易が確保される。
HS 改正の内容は、少なくとも実施の2 年前には公表されるので、品目別規則の更新作業は当該公表時か
ら開始できる。しかしながら、作業内容の技術的性格から、この作業は必ずしも容易なものであるとはいえない。
加えて、FTA 原産地規則の更新は、国によって改正に伴う法的措置が異なり、議会承認を必要とする国から、
行政府限りで可能とする国まで多様である。
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本ワークショップにおいては、地域経済圏、税関当局及び民間の代表者が、HS 改正が特恵原産地規則に
与える影響についての見解を述べ、HS 品目表に基づく品目別規則の更新に際しての経験及び具体的な困難
事例を共有した。現在のところ、HS 改正に合わせて定期的に更新されているFTA 特恵原産地規則は多くな
いという事実を反映し、使い勝手の悪い規則となっており、結果として、輸入者が規則の内容を誤解することに
よる特恵利益の逸失も想定される。こうした事態を打開するためには、FTA 原産地規則の改正を担当する当
局職員が、関税分類を担当する当局職員と密接な連携を取ることが必要である。
WCO 事務総局では、WCO 加盟国で実際に適用されている特恵原産地規則のHS 改正に伴う更新を支援
するためのツールとして、2015 年に"Guide for the Technical Update of Preferential Rules of Origin"…
（「特恵原産地規則の技術的更新のためのガイド」）を作成し、2017 年 1月にもアップデート版を提供している。
以上
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記事３. AFACT eASIA賞のお知らせ

AFACT（ 貿易簡 易化と電 子ビジネスのためのアジア太 平 洋 協 議 会 ）の平 成 29 年 開 催ホストである
INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY（III  台湾）
より、AFACT 参加メンバーの代表団事務
局（我が国はJASTPRO）に2017 年 eASIA 賞の募集案内がありましたのでお知らせいたします。
注）AFACTにつきましては弊 JASTPRO Websiteの下記にてご案内しております。
http://www.jastpro.org/un/afact.html
eASIA 賞はAFACTメンバー諸国・地域における貿易促進、円滑化・簡易化および商取引の電子化促進
についての顕著な功績を顕彰し、併せて開発経験の共有化を図る目的で創設された賞です。2 年毎に開催さ
れております。
前回 2015 年度のeASIA 賞の催しは、2015 年 12月にテヘラン・イランで開催され、AFACT 各メンバーより
11のプロジェクトのエントリーがあり、日本から小島プレス工業（株）
より「民間部門の商取引の電子化」部門に
「"Business Platform" corresponding to Industry 4.0 〜Achieving "Financial EDI cooperation"
among SMEs 〜（インダストリー 4.0に呼応したビジネスプラットフォーム ～ SMEsによる活用を目指したファイナ
ンシャルＥＤＩの達成～）」プロジェクトの応募がありました。

【前回 eASIA 賞

出席者・関係者

記念撮影】

募集要領は次頁のとおりですので、自薦他薦を問わず、積極的な応募をご検討くださいますようよろしくお願
いいたします。
本件 eASIA 賞の趣旨に賛同され、次頁−2の対象となるカテゴリーへのご参加にご関心をもたれた方は、
是非とも、2017 年 5月末日までに当 JASTPRO 事務局にご連絡ください。
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1．応募資格
AFACT 加盟国・地域の代表団長の推薦を受けた企業・組織のプロジェクトであれば、どちらの団体様
でも応募出来ます。 但し、個人の方の応募はご遠慮ください。
応募対象のプロジェクトは2014 年 2月以降に開始されたもので、既に完了したもので、今回初めてeASIA
賞に応募するもの、もしくは過去に応募したプロジェクトであっても更に新たなフェーズに入り完了したものです。

2．eASIA 賞募集の対象とするカテゴリー
以下 4 つの各分野について募集しています。
2.1 Trade Facilitation and eCommerce（貿易円滑化ならびに電子ビジネス）
ⅰ）通商に係わる政府機関の法制度を均衡あるものに改善するもの
ⅱ）国際貿易と国際 eコマースを振興するもの
ⅲ）下記の諸点についての具体的効果を尺度として評価を行なう事で、情報の可視化を促進するもの：
➢ 通商に関わる政府機関の規制の緩和や簡素化
➢ 租税（関税）手続きに関わる効率化
➢ 貿易振興および通商事務の効率化
ⅳ）貿易手続きの簡易化やワンストップサービスを促進する先導的なモデル事業
ⅴ）国連 CEFACT が公開した各種標準および勧告を革新的な形で適用して、
（通商関係の）サービスを
  向上するもの
ⅵ）二国間あるいは多国間の通商上の協調における成果
2.2 Open Digital Government（オープン電子政府）
ⅰ）公的組織より提供された公開データを活用し民間にて革新的なアプリを開発することで政府の機能を
拡張するもの
ⅱ）業務見直しに基づく省庁間のデータ交換を行い、エンドユーザー（市民、業界）の利用もサポートする
電子政府プロジェクト
2.3 Data Driven Value Creation（データ利用に基づく価値の創造）
官民問わず、シームレスなOnline-Offline（O2O）のユーザー利用ための、モバイルサービスやビッグデー
タ分析を可能とする革新的なアプリ開発もしくはICTインフラ利用を実現するもの。インターネットを介して、
組織間やシステム間のソーシャルネットワークと実世界をつなげ、生産性・競争力の強化ならびに、よりよい
利用者の体験の拡大を顕著に実現するもの。
2.4 Creating Inclusive digital Opportunities（包括的なデジタル利用機会の創造）
ビジネスを含む一般利用者が平等に電子技術利用の機会を提供する。
ⅰ）コンピュータ、インターネット、高速ネットワーク、ソーシャルネットワークの利用拡大
ⅱ）
ビジネスの電子化を行うための技術教師、訓練を提供する
ⅲ）新しい技術の潜在的な活用可能な分野への利用促進に役立つ、オンラインやアプリケーションの推進
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3．選考要領
2017 年 6月26日までに必要書類を台湾の事務局に送付することとされています。その後予備選考を行い、
予備選考を通過したプロジェクトについては、その旨をリーダの方にご連絡致します。
予備選考通過の際には、台北・台湾にて開催される最終選考会にプロジェクトリーダー様（もしくは代理の
方）に出席頂き、プレゼンテーションを行っていただくこととなります。最終選考会ならびに表彰式の日程は
2017 年 9月13日（水）に予定されています。なお、当地へご出張いただく際の費用のうち、渡航費を除く現
地 2 泊分の宿泊費用は主催者が負担します。
上記に関するお問い合わせは下記へお願い致します。
一般財団法人  日本貿易関係手続簡易化協会（JASTPRO）
業務部  業務一部長

石垣

充

電話：0 3−3 5 5 5−6 0 8 4
e-mail: m-ishigaki@jastpro.or.jp
以上
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記事４. 国連CEFACTからのお知らせ
国連 CEFACT 公式 Website（http://www.unece.org/cefact.html）に以下の4 件の記事があらたに公表されて
おりますのでお知らせします。

4-1 15 February 2017:
The Second Global Survey on Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation will be
carried out until the end of March 2017. It is jointly conducted by the United Nations Regional
Commissions（UNRCs）- ECA, ECE, ECLAC, ESCAP and ESCWA.

2017 年 2月15日
本年 3月末日を期限に、貿易円滑化とペーパーレス貿易導入に関する第 2 回グローバルサーベイが実施され
ます。（これは国 連 経 済 社 会 理 事 会の下 部 組 織である）5 つの国 連 地 域コミッション
（ECA、ECE、
ECLAC、ESCAP、ESCWA）
にて進められます。
JASTPRO 注：このうち、我が国はアジア太平洋経済社会委員会（国連 ESCAP）
のメンバーです。

4-2 10 February 2017:
The public review is open for the "Procedures for Reference Data Model & Associated Artefacts
Publication Project". The purpose of the project is to define the procedures for the creation and
publication of CCL-based Reference Data Models.
Any comments should be submitted to the Project Lead Ulrike Linde using the Public Review
Comment Template until March 29th, 2017. The Public Draft text is available.

2017 年 2月10日
「参照データモデル並びに関連する成果物の公開」の公開レビューを実施します。本プロジェクトの目的はコ
ア構成要素ライブラリー
（CCL）
に基づく参照データモデルの生成並びに公開の手続きを定義することです。
コメントがある方は2017 年 3月29日までに、所定のテンプレートを利用してプロジェクトリーダの Ulrike Linde
氏に送付ください。
JASTPRO 注：以下は本プロジェクト発足の際の参加者募集の記事ですのでご参考。
『2016 年 7月19日
国連 CEFACTビューロは「参照データモデル並びに関連する成果物の公開」プロジェクトを承認し、この
たび、同プロジェクトへの参加者を募集します。当プロジェクトのスコープは、参照データモデルの開発と正
式公開に関する、プロジェクト開始から正式公開に至る完全なプロセスを記載することです。プロジェクトは、
参照データモデルの成果物についての「公開開発手順（ODP）」の導入要領を定義します。その実証実験
として、現在開発中の「サプライチェーン参照データモデル
（SCRDM）」
もしくは「マルチモーダル輸送参照
モデル
（MMT）」のどちらか、もしくは両 方についての公 開を準 備する予 定です。 本プロジェクトは
SCRDM、CCTS 2.01、CCBDA 1.0 及び NDR 2.01 の成果物の公開と密接にリンクしています。』

4-3 2 February 2017:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the new project entitled
"Header/Envelope Document Exchange Project".
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The purpose of this project is to explore if the technical specifications Standard Business
Document Header, SBDH, from UN/CEFACT and the Business Document Envelope, BDE,
from OASIS can be merged into a single Header/Envelope Technical Specification, including
guidance on how and where a header and envelope technology would be applied.
Membership is open to UN/CEFACT Experts and OASIS BDXR Members with broad knowledge
in the area of standardised electronic document exchange. The project team will work during the
next months until the end of 2017 mainly through conference calls and other electronic means.
For more information, contact the Project Leader: Anders Grangard   or Kenneth Bengtsson.
The development of this project can be followed on the UN/CEFACT Collaboration
Environment Project Page.

2017 年 2月2日
国連 CEFACTは「Header/Envelope Document Exchange」
と題するあらたなプロジェクトを立ち上げ、
参加者を募集します。本プロジェクトの目的は、国連 CEFACT の Standard Business Document Header
（SBDC）並びにOASIS の the Business Document Envelope（BDC）
を統一した Header/Envelope
Technical Specificationに統合できるか、いかにして、どの部分にHeader Envelope 技術を適用できそ
うかについて探究するものです。
参加願いたいメンバーは、国連 CEFACT の専門家並びにOASIS BDXRメンバーの方で、標準化された
電子的なdocument exchange の分野に広い知識をもつ方々です。プロジェクトチームは来月以降 2017 年
末にかけて、主にweb 会議等電子的なツールを使って活動する予定です。更に詳しい情報は、プロジェク
トリーダの Anders Grangard 氏もしくはKenneth Bengtsson 氏にコンタクト願います。プロジェクトの開発作
業はUN/CEFACT Collaboration Environment Project Pageにてご確認いただけます。

4-4 18 January 2017:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation in the new project entitled
"Extension of Cross Industry Cataloguing, Quotation, Ordering, Delivering and Remittance
Advice Technical Artefacts Project".
The purpose of this project is to develop the technical artefacts needed to allow users to
implement the business messages for cataloguing, quotation, ordering, delivering and
remittance advice based on the Supply Chain Reference Data Model,   SCRDM, and Core
Component Business Document Assembly（CCBDA）
. To register interest in participating or
for more information please contact Mr. Rolf Wessel. The development of this Project can be
followed on the UN/CEFACT Collaboration Environment Project Page.

2017 年 1月18日
国連 CEFACTにて「対象を拡大したクロスインダストリーサプライチェーン関連メッセージの技術的な成果物
の開発プロジェクト」が発足しました。
本プロジェクトの目的とするものは、SCRDM 及び CCBDAを基本とするビジネスメッセージを導入しようとする
ユーザーが必要とする技術的な成果物を開発しようとするものである。
プロジェクト参加登録ないしは更に詳細情報につきましてはRalph Wessel 氏にコンタクトください。プロジェク
トの開発作業はUN/CEFACT Collaboration Environment Project Pageにてご確認いただけます。
以上
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記事５. ＮＡＣＣＳセンターからのご案内
以下のご案内がありましたのでお知らせいたします。

NACCS専⽤⼝座ご利⽤の皆様へ
NACCS専⽤⼝座は平成29年3⽉末に廃⽌します

継続して⼝座振替を希望されるお客様は、
お早めにリアルタイム⼝座への変更をお願いします。
［NACCS専⽤⼝座廃⽌までにご対応いただくこと］

① NACCSホームページを参照し、リアルタイム⼝座振替申込
書類をNACCSセンターへご提出ください。(※2)
NACCS

リアルタイム

検索

② リアルタイム⼝座登録完了後、社内関係部署、通関委託先等
の関係者へ使⽤⼝座の変更をご周知ください。
③

銀⾏にてNACCS専⽤⼝座の解約⼿続きをしてください。

［リアルタイム⼝座振替の主なメリット］

⼀般⼝座を
利⽤するので…

★ 関税等の納付以外にも使えて便利！
★ ⾃由に⼊出⾦ができて便利！
★ 残⾼不⾜にも⼊⾦後即時反映されて便利！

NACCS専⽤⼝座廃⽌⽇直前のNACCS専⽤⼝座利⽤は、後続業務等に影響が
⽣じる場合があり、注意が必要です。
※1 平成29年3⽉末は最終的な廃⽌期限であり、銀⾏により廃⽌時期は異なります。廃⽌後は、
NACCS専⽤⼝座を解約されなくても、関税等のNACCS専⽤⼝座からの引落しができなく
なりますのでご注意ください。
※2 ⾦融機関により、お申込みから利⽤開始まで１ヶ⽉程度を要する場合がありますので、
NACCSホームページをご確認ください。
お問合せ先：

NACCSセンター

ヘルプデスク

NACCS公式ホームページ
http://www.naccs.jp/

☎ 0120-794550
NACCS掲⽰板
http://www.naccscenter.com/

— 16 —

2017/2

JASTPRO

「リアルタイム口座振替」の手続き・利用のポイント！
申込みにあたって

手続き完了通知は

・ 利用者（納税義務者等）、金融機関、NACCSセンター
の三者間契約。
・ ご登録いただく「預金口座」は、「納税義務者の輸出
入者コード（又はNACCS利用者コード）」又は「代理
店・通関業者のNACCS利用者コード」
の登録名と名義が一致している必要があります。

・ 申込手続き完了次第、申込担当者欄に記入いただ
いたメールアドレス宛にメールにてお知らせします。
（メールが送れない場合は封書にて通知いたします。）

ご利用いただくには
・ 金融機関コード(4桁)+支店コード(3桁)+口座番号(7桁)
を並べた14桁の数字列を通関業者にお伝えください
（自社通関の場合は、その数字を通関時に入力下さい）。

同一口座の複数利用者による利用は
・同一法人であれば可能です。
異なる法人間での同一口座の利用はできません。

領収書と明細は

（1）輸出入者コード(12桁)で登録している場合
「輸出入者口座複数利用可能者登録申出書」を
提出してください。
[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→口座名義人コード変更、複数利用可能者追加等

（2）NACCS利用者コード(5桁)で登録している場合
NACCS掲示板の「申込手続(NSS)」から、「システム
設定調査票」をNACCSサポートシステムにて提出して
ください。

手続きにかかる所要時間は
・ ご利用になりたい金融機関により異なります。
金融機関ごとの手続きに係る日数はホームページ
をご覧ください。 （おおよそ２～３週間程度）

・領収書は出力されません。
・明細が必要な方は事前に通関業者へご相談ください。
「輸入許可通知情報」
「リアルタイム口座振替完了通知情報」
管理資料の「口座使用明細データ」の入手が可能です。

・ 「リアルタイム口座振替完了通知情報」のサンプル
[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→リアルタイム口座振替完了通知情報（PDF）
・ 「口座使用明細データ」のサンプル
[NACCS掲示板 から NACCS業務仕様・関連資料]
→管理資料情報 →I06 口座使用明細データ

リアルタイム口座振替方式対応金融機関一覧（銀行）
コード
0001
0005
0009
0010
0017
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0125
0126
0128
0129
0130
0133
0134
0135
0137

金融機関名
みずほ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
北海道銀行
青森銀行
みちのく銀行
秋田銀行
北都銀行
庄内銀行
山形銀行
七十七銀行
東邦銀行
群馬銀行
足利銀行
常陽銀行
武蔵野銀行
千葉銀行
千葉興業銀行
東京都民銀行

コード
0138
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0157
0158
0159
0161
0162

金融機関名
横浜銀行
第四銀行
北越銀行
山梨中央銀行
八十二銀行
北陸銀行
富山銀行
北國銀行
福井銀行
静岡銀行
スルガ銀行
清水銀行
大垣共立銀行
十六銀行
三重銀行
百五銀行
滋賀銀行
京都銀行
近畿大阪銀行
池田泉州銀行
南都銀行

コード
0163
0166
0167
0168
0169
0170
0172
0173
0174
0175
0177
0179
0180
0181
0182
0183
0185
0187
0188
0190
0191

金融機関名
紀陽銀行
鳥取銀行
山陰合同銀行
中国銀行
広島銀行
山口銀行
阿波銀行
百十四銀行
伊予銀行
四国銀行
福岡銀行
佐賀銀行
十八銀行
親和銀行
肥後銀行
大分銀行
鹿児島銀行
琉球銀行
沖縄銀行
西日本シティ銀行
北九州銀行

2017.2.27時点
コード
0501
0517
0522
0525
0534
0538
0542
0543
0544
0546
0554
0562
0569
0572
0573
0576
0587
0597

金融機関名
北洋銀行
栃木銀行
京葉銀行
東日本銀行
富山第一銀行
静岡中央銀行
愛知銀行
名古屋銀行
中京銀行
第三銀行
関西アーバン銀行
みなと銀行
もみじ銀行
徳島銀行
香川銀行
愛媛銀行
熊本銀行
八千代銀行

※リアルタイム口座振替方式対応信用金庫一覧についてはNACCS掲示板をご確認ください。
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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/link/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
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・禁無断転載
平成29年2月24日発行
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日本貿易関係手続簡易化協会
東京都中央区八丁堀2丁目29番11号
     八重洲第五長岡ビル4階
電
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ファクシミリ 03-3555-6032
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編 集 人
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— 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

【申込み宛先】
（一財）日本貿易関係手続簡易化協会
業務部

業務一部長

石垣  充

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

