２０１０年４月～現在までの月刊JASTPRO索引
【２０２０年】
２０２０年１０月号（第498号）
記事１． 連載『JASTPRO調査研究・非特恵原産地規則』１０月号
記事２． 国連CEFACT第３５回フォーラムWeb会議
別添 フォーラム アジェンダ
記事３． 第３５回国連CEFACTフォーラム（Virtual）会議報告
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会
菅又 久直
記事４． 第３５回国連CEFACTフォーラム報告
JASTPROシニアアドバイサー 渡邊 浩吉
記事５． 国連CEFACTからのお知らせ
記事６． UN/LOCODEの新規登録
JASTPROからのお知らせ
２０２０年９月号（第497号）
記事１． 連載『JASTPRO調査研究・非特恵原産地規則』８月分
記事２． 連載『JASTPRO調査研究・非特恵原産地規則』９月分
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４． 第３５回国連CEFACTフォーラムについて
JASTPROからのお知らせ
2020年07/08号（第496号）
記事１． 連載『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』
記事２. 国連CEFACTの活動
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2020年６月号（第495号）
記事１． 令和元年度 事業報告書
記事2． 連載『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』
記事3。 国連CEFACTからのお知らせ
2020年5月号（第494号）
記事１． 連載『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』
記事２． 国連CEFACT フォーラム中止と第26回総会報告
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2020年4月号（第493号）
記事１． 新連載『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』
記事２． 国連CEFACTの活動（FLUX)
2020年3月号（第492号）
記事1. 令和2年度事業計画書
記事2. 国連/CEFACT活動の紹介
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2020年2月号（第491号）

記事１.
記事２.
記事３.
記事４.
記事５.

日 EU・EPA 発効1周年記念セミナーを東京と大阪で開催しました
国連/CEFACT ACTIVE PROJECTS
国連CEFACTの活動に加わるには
国連/LOCODEの2020年2月新規登録分
国連CEFACTからのお知らせ

2020年１月号（第490号）
年頭のご挨拶 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 中村 邦晴
新年のご挨拶 財務省関税局長 中江 元哉
年頭所感
経済産業省貿易経済協力局局長 保坂 伸
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長
（大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官） 瀬口 芳広
2020年 JASTPRO行事予定（国際関係）
2020年 JASTPRO行事予定（国内関係）
JASTPROからのお知らせ
【２０１９年】
2019年12月号（第489号）
記事１． 第37回AFACT参加報告
記事２． AFACT総会報告
一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会 菅又 久直
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
JASTPROからのお知らせ
2019年10・11月号（第488号）
記事１. 改訂版のＩｎｅｒｃｏｍｓ®2020
－特に、複合一貫輸送を前提にする定型条件についてー
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２．第34回国連CEFACTフォーラム参加の報告
記事３．第34回国連CEFACTフォーラム会議の報告
一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会 菅又 久直
記事４．第34回国連CEFACTロンドンForumの旅行関連部門（T/T Domainに出席して）
NPO法人 観光情報流通機構 鈴木 耀夫
記事５．国連CEFACTからのお知らせ
2019年9月号（第487号）
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
記事２．国連貿易・輸送地域コード（UN/LOCODE）の改訂について
記事３．国連CEFACTからのお知らせ
JASTPROからのお知らせ
2019年7/8月号（第486号）
記事１．平成30年度事業報告書
記事２．台湾での国連CEFACT観光旅行部会の初めての開催と
その活動報告
NPO法人観光情報流通機構（JTREC)専務理事
国連CEFACT Travel/Tourism Domain Coordinator 鈴木 耀夫
記事３．国連CEFACTからのお知らせ

2019年6月号（第485号）
記事１．AFACT第37回中間会議参加報告
記事２．AFACT中間会議報告
SIPS業務執行理事 菅又 久直
記事３．国連CEFACTからのお知らせ
2019年５月号（第484号）
記事１．第33回国連CEFACTジュネーブフォーラムの旅行観光部門
（Travel/Tourism Domain)会議に出席して
NPO法人観光情報流通機構（JTREC)専務理事
国連CEFACT Travel/Tourism Domain Coordinator 鈴木 耀夫
記事２．国連CEGACTからのお知らせ
2019年４月号（第483号）
記事１．2019年度における当協会の事業計画について
記事２．軽減税率制度について（お知らせ）
記事３．第33回国連CEFACTフォーラム報告
記事４．第25回国連CEFACT総会報告
記事５．第33回国連CEFACTフォーラム・第25回国連CEFACT総会報告
国連CEFACT日本委員会
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会
菅又 久直
2019年３月号（第482号）
記事１．◇連載◇貿易の実務と理論（46）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. JASTPRO・駐日欧州連合代表部共催セミナー開催
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2019年2月号（第481号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（45）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 国連ＣＥＦＡＣＴからのお知らせ
2019年1月号（第480号）
年頭のご挨拶
一般社団法人日本貿易関係手続簡易化協会 理事長 中村 邦晴
新年のご挨拶
財務省関税局長 中江 元哉
年頭所感
経済産業省貿易経済協力局局長 石川 正樹
年頭のご挨拶
国土交通省総合政策局情報政策本部長
（大臣官房サイバーセキュリテイ・情報化審議官） 大野 秀敏
2019年 JASTPRO行事予定（国際関係）
2019年 JASTPRO行事予定（国内関係）
記事１． 国連CEFACTからのお知らせ
【２０１８年】
2018年12月号（第479号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（44）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム杭州会議報告
NPO法人観光情報流通機構 専務理事 鈴木 耀夫
記事3. 日本関税協会主催セミナーの開催
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2018年11月号（第478号）
記事1 ◇連載◇貿易の実務と理論（43）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2 国連ＣＥＦＡＣＴからのお知らせ
2018年10月号（第477号）
記事1 ◇連載◇貿易の実務と理論（42）

早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2 Sumimit Forum on Trade Facilitation and Cross-border Electronic Commerce
記事3 第32回 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム会議報告
国連ＣＥＦＡＣＴ日本委員会
一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会 菅又 久直
記事4 第32回 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム報告
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 業務一部長 祁答院 包則
2018年8/9月号（第476号）
記事1 ◇連載◇貿易の実務と理論（41）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2 JASTPRO/日立ソリューションズ共催セミナーにおける講演の実施
記事3 国連CEACTからのお知らせ
2018年7月号（第475号）
記事1 ◇連載◇貿易の実務と理論（40）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2 平成30年度JASTPROセミナーの模様
記事3 国連CEACTからのお知らせ
2018年6月号（第474号）
記事1. 平成29年度事業報告書
記事2. ◇連載◇貿易の実務と理論（39）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事3. 国連CEFACTフォーラムとAFACT旅行関連部会報告
NPO観光情報流通機構 専務理事 鈴木 輝夫
2018年５月号（第473号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（38）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 第31回国連CEFACTフォーラム報告 （訂正）
記事3. 第24回国連CEFACT総会報告
記事4. AFACT第36回フォーラム・総会報告
記事5. 平成29年度JASTPROセミナーの模様
平成30年度JASTPROセミナー開催のご案内
記事6. 国連CEFACTからのお知らせ
記事7. 国連CEFACT Blockchain Conference/Workshopでの
Trave/Tourism Domainの報告から
NPO法人観光情報流通機構 専務理事 鈴木 耀夫
2018年4月号（第472号）
記事１ ◇連載◇貿易の実務と理論（37）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２ 国連CEFACTからのお知らせ
2018年3月号（第471号）
記事１ ◇連載◇貿易の実務と理論（36）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２ 全国中小貿易業大阪連盟主催講演会における講演の実施
記事３ 国連CEFACTからのお知らせ
2018年2月号（第470号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（35）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 全国中小貿易業兵庫連盟主催講演会における講演の実施
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2018年1月号（第469号）
年頭のご挨拶
一般社団法人日本貿易関係手続簡易化協会 理事長

小林 栄三

年頭所感
年頭のご挨拶

経済産業省貿易経済協力局局長 石川 正樹
国土交通省総合政策局情報政策本部長
（大臣官房サイバーセキュリテイ・情報化審議官）
新年のご挨拶
財務省関税局長 飯塚 厚
2018年 JASTPRO行事予定（国際関係）
2018年 JASTPRO行事予定（国内関係）
記事１． 国連CEFACTからのお知らせ
記事２． UN/LOCODE新規承認

大野 秀敏

【２０１7年】
2017年12月号（第468号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（34）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. ISO TC307（Blockchain and DLT）東京会議の出席と課題事項
NPO法人 観光情報流通機構（JTREC) 専務理事 鈴木 耀夫
記事3. 「中小企業者の輸出能力創出及び強化のための
アセアン・トレーニング・コース」（於：ベトナム）での講演
一般財団法人 日本貿易手続簡易化協会 業務部 業務二部長 今川 博
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
２０１７年11月号（第467号）
記事１． ◇連載◇貿易の実務と理論（３３)
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 鯖江商工会議所主催「国際化セミナー」における講演の実施
一般財団法人 日本貿易手続簡易化協会 業務部 業務二部長 今川 博
記事3． 国連CEFACTからのお知らせ
2017年10月号（第466号）
記事1。 ◇連載◇貿易の実務と理論（32）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２。 第30回国連CEFACTフォーラム（概略報告）
記事。3 国連CEFACTからのお知らせ
2017年9月号（第465号）
記事1. ◇連載◇貿易の実務と理論（31）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 国連ESCAPアジア太平洋貿易円滑化フォーラム参加報告
一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会（略称SIPS) 業務執行理事
「国連CEFACT日本委員会」（略称JEC） 運営委員長 菅又 久直
記事3. AFACT第35回総会報告
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2017年7/8月号（第464号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（30）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2．国連CEFACTビューロにおけるLance Thompson氏の足跡
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
記事4. UN/LOCODEの新規承認
2017年6月号(第463号）
記事1． 平成28年度 事業報告
記事2． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（29）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2017年5月号(第462号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（28）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次

記事2. WCO及びアフリカン・ユニオン共催
「グローバル原産地カンファレンス2017」の模様
記事3. 第29回国連CEFACTフォーラム報告書
記事4. 第35回AFACT中間会議出席報告
記事5. 国連CEFACTからのお知らせ
2017年4月号(第461号）
記事1． 平成29年度における当協会の事業計画について
記事2. 日本関税協会主催貿易実務研究部会における講演の実施
記事3. 国連CEFACTとAFACTによる覚書締結
記事4. 第23回国連CEFACT総会報告書
記事5. 国連CEFACTからのお知らせ
2017年3月号(第460号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（27）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 全国中小貿易兵庫連盟及び大阪連名主催の時局・時事講演会での講演内容
＝特恵原産地規則における累積制度＝
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
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
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
記事4. NACCSセンターからのお知らせ
2017年1月号(第458号）
年頭のご挨拶 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 小林 栄三
新年のご挨拶 財務省関税局長 梶川 幹夫
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 持永 秀毅
（大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官） 竹田 浩三
2017年 JASTPRO行事予定（国際関係）
2017年 JASTPRO行事予定（国内関係）
記事1. 国連CEFACTからのお知らせ
記事2. UN/LOCODE新規承認
記事3. NACCSセンターからのお知らせ
【２０１６年】
2016年12月号(第457号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（25）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 国連ESCAP UNNExT 拡大アドバイザリ会議報告
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
記事4. NACCSセンターからのお知らせ
2016年11月号(第456号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（24）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 第34回AFACT総会に係る出席報告
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ

記事4. JASTPROからのお知らせ
2016年10月号(第455号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（23）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. 「第1回国連CEFACT標準促進委員会（略称JUS)」報告
記事3. 第28回国連CEFACTフォーラム報告書
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
記事5. NACCSセンターからのお知らせ
2016年9月号(第454号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（22）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2. アフリカの地域経済共同体についてのリサーチのご紹介と
TICAD VIの機会を利用したアフリカでのヒアリングについて
JASTPROシニアアドバイザー 渡邊浩吉
記事3. 「旅行・観光事業に役立つ情報環境の構築」
目的に合わせた情報共有の仕組みを工夫しよう
NPO法人観光情報流通機構（略称JTREC) 堀田和雄
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年7月8月合併号(第453号）
記事1． 平成27年度事業報告及び決算報告
記事2． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（21）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事3． サプライチェーンEDI最新事情～最新技術の取り込みとリスク～
記事4． 【観光雑感】2016年の今、新しい観光の姿が見えてきた
NPO法人観光情報流通機構（略称JTREC) 堀田和雄
記事5. UN/LOCODEの新規承認
記事6. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年6月号(第452号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（20）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2． 第34回AFACT中間会議に係る概要 （開催報告）
記事3． 【観光雑感】ワクワクする旅、観光のよろこび
NPO法人観光情報流通機構（略称JTREC) 堀田和雄
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年5月号(第451号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（19）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次

記事2． 第22回国連CEFACT総会 出席報告書
記事3． 第27回国連CEFACTフォーラム 出席報告書
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年4月号(第450号）
記事1． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（18）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2． 平成28年度における当協会の事業計画について
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年3月号(第449号）
記事１． 「日本輸出入者標準コード」と「法人番号」の紐付け実施について
記事2． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（17）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事3． 全国中小貿易業連盟における講演概要のご紹介
（一社）サプライチェーン情報基盤研究会 業務執行理事 菅又 久直
記事4. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年2月号(第448号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（16）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2． 平成27年度JASTPROセミナーを開催（結果報告）
記事3. 国連CEFACTからのお知らせ
2016年1月号(第447号）
年頭のご挨拶 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 小林 栄三
新年のご挨拶 財務省関税局長 佐川 宣寿
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 寺澤 達也
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 持永 秀毅
2016年 JASTPRO 行事予定（国際関係）
2016年 JASTPRO 行事予定（国内関係）
記事１． 平成27年度JASTPROセミナー開催のご案内
記事２． AFACT 2016年中間会議開催のご案内
記事３． 第33回AFACT Plenary(総会) 出席報告
記事４． UN/LOCODE新設
記事５. 国連CEFACTからのお知らせ
【２０１５年】
2015年12月号(第446号）
記事１． 平成27年度JASTPROセミナー開催のお知らせ
記事２． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（15）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事３． 公益社団法人 横浜貿易協会幹部セミナーでの講演
記事４． 第26回国連CEFACTフォーラム報告書
記事５. 国連CEFACTからのお知らせ
2015年11月号(第445号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（14）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 第7回APTFFおよびUNNExT会議報告
記事３． AFACTメンバー各国からの2015年次報告概説（その2：インド編）
記事４. 国連CEFACTからのお知らせ
2015年10月号(第444号）

記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（13）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． アフリカにおける貿易取引等の電子化に関する調査（その2)
記事３． AFACTメンバー各国からの2015年次報告概説（その1：台湾編）
記事４. 国連CEFACTからのお知らせ
2015年8月9月合併号(第443号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（12）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 「国連CEFACTビューロ議長との意見交換会」報告
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2015年7月号（第442号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（11）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． アフリカにおける貿易取引等の電子化に関する調査
記事３． 第33回AFACT中間会議に係る概要（出席報告）
記事４．国連地名コード(UN/LOCODE)のフォーカル・ポイント設定
記事５ UN/LOCODEの新規承認
記事６. 国連CEFACTからのお知らせ
2015年6月号（第441号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（10）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 「UN/LOCODE Conference」出席報告
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４．『 ばいざういんどせいらー』 日本列島船の旅
〔船旅は国境を越えて④本格的クルーズ船への誘い（いざない）後編〕
2015年5月号（第440号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（9）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 第25回国連CEFACTフォーラム報告書
記事３． 平成26年度JASTPROセミナーにおける講演概要のご紹介（3）
記事４．AFACT e-ASIA賞募集へのお願い
記事５． 国連CEFACTからのお知らせ
記事６．『 ばいざういんどせいらー』 日本列島船の旅
〔船旅は国境を越えて③本格的クルーズ船への誘い（いざない）前編〕
2015年4月号（第439号）
記事１． 平成27年度事業計画
記事２． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（8）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事３． 平成26年度JASTPROセミナーにおける講演概要のご紹介（２）
記事４．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔ハー佐渡へ佐渡へと 草木もなびくヨ〕
2015年3月号（第438号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（7）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 第21回国連CEFACT総会 報告書
記事３． 平成26年度JASTPROセミナーにおける講演概要のご紹介（１）
記事４．国連CEFACTからのお知らせ
記事５．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔首都圏から伊豆七島へ〕
2015年2月号（第437号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（6）

早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． NACCS貿易管理サブシステムの概要と電子申請のメリット
記事３． 平成26年度JASTPROセミナーを開催（開催結果報告）
記事４．UN/LOCODEの新規承認
記事５． 国連CEFACTからのお知らせ
記事６．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔船旅は国境を越えて②〕
2015年1月号（第436号）
年頭のご挨拶 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 小林 栄三
新年のご挨拶 財務省関税局長 宮 内
豊
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 宗像直子
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 若林 陽介
2014年 JASTPRO 行事予定（国際関係）
2014年 JASTPRO 行事予定（国内関係）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（5）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事2． 国連CEFACTからのお知らせ
記事3．『ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔夜の瀬戸内快速（快足）便：澄んだ1月「星が降る瀬戸内の旅」〕
【２０１４年】
2014年12月号（第435号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（4）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． 第24回国連CEFACTフォーラム 出席報告書
記事３． 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
第32回Plenary ミーティング報告
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
記事５．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔船旅は国境を越えて〕
2014年11月号（第434号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（3）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２．税関研修所にて≪国際貿易円滑化に向けた動き（～国連の動きを中心に～）≫
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔東北/関東圏から最短時間で行く北海道へ新幹線＆フェリーの旅〕
2014年10月号（第433号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（2）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． アジア－太平洋貿易円滑化フォーラム2014 出席報告
記事３．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔首都圏から北海道へのバイパスルート〕
2014年9月号（第432号）
記事１． ◇連載◇ 貿易の実務と理論（1）
早稲田大学名誉教授 椿 弘次
記事２． アジア－太平洋貿易円滑化フォーラム2014 出席報告
記事３．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔クルーズ船への登竜門、名古屋～仙台苫小牧
豪華カ―フェリー1,330kmの旅〕
2014年8月号（第431号）
記事１． 平成26年度 事業「諸外国における電子インボイスの運用状況の概況」
記事２．【 講演】国連CEFACTの動向とアジアへの普及
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ

記事４．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔豪華高速船での日本海クルージングリゾート〕
2014年7月号（第430号）
記事１．新理事長 ご挨拶
記事２．新役員体制への移行について
記事３．出港前報告制度における積荷情報の不適切報告事例
記事４．「海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会報告書」の概要
（その④最終版）
記事５．UN/LOCODEの新規承認
記事６．国連CEFACTからのお知らせ
記事７．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔利尻島Sea and Airの旅〕
2014年6月号（第429号）
記事１． 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
第32回中間会議報告
記事２．【 講演】国連CEFACTの動向とアジアへの普及
～グローバルビジネスにおけるサプライチェーンIT化の推進～
記事３．「 海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会報告書」の概要
（ その③）
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
記事５．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔青森～函館航路いまむかし〕
2014年5月号（第428号）
記事１． 第23回国連CEFACTフォーラム 出席報告書
記事２． 第20回国連CEFACT総会 出席報告書
記事３．「 海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会報告書」の概要
（ その②）等
記事４． 出港前報告制度に関する情報提供（その②）
記事５．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔絶海の孤島「北大東島」を行くSea and Airの旅〕
2014年4月号（第427号）
記事１． 平成26年度 事業計画
記事２． 国連CEFACT 第20回総会の報告
記事３． 第23回国連CEFACTフォーラム開催の報告
記事４． 国連LOCODEを有効に利用しましょう！（その③）
～国連におけるUN/LOCODE管理の実状（インタビュー報告）～
記事５．「 海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会報告書」の概要
（ その①）
記事６． 出港前報告制度に関する情報提供（その①）
記事７． 国連CEFACTからのお知らせ
記事８．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔東京・阪神～奄美群島～沖縄航路、鹿児島～奄美群島裏航路〕
2014年3月号（第426号）
記事１． 国連CEFACT 第20回総会開催のご案内
記事２． 第23回国連CEFACTフォーラム開催のご案内
記事３． 国連LOCODEを有効に利用しましょう！（その2）
記事４． グローバルビジネスにおけるサプライチェーンIT化事情
記事５． 国連CEFACTからのお知らせ
記事６．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔鹿児島～奄美群島～沖縄航路〕
2014年2月号（第425号）
記事１． 国連LOCODEを有効に利用しましょう！
記事２． 国連CEFACTを中心とする国際貿易円滑化に関する普及活動

記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４．『 ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔秘境の島、吐蘤喇列島を行く〕
2014年1月号（第424号）
年頭のご挨拶 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 槍 田 松 瑩
新年のご挨拶 財務省関税局長 宮 内
豊
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 横 尾 英 博
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 東 井 芳 隆
2014年 JASTPRO 行事予定（国際関係）
2014年 JASTPRO 行事予定（国内関係）
JASTPROからのお知らせ
『ばいざういんどせいらー』
日本列島船の旅〔五島列島のクルージング〕
【２０１３年】
2013 年12月号（第423号）
記事１．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
第31回Plenaryミーティング報告
記事２． 中国での海上運送書類の運用実態に関する調査の実施
記事３． 国連CEFACTを中心とする貿易円滑化に関する啓蒙・普及活動
2013 年11月号（第422号）
記事１． 第22回国連CEFACTフォーラム 出席報告書
記事２． 国連貿易開発会議(UNCTAD)とアジア開発銀行(ADB)の共催による
『国としての貿易円滑化委員会の設立運営に関する地域ワークショップ』の開催
出席報告書
記事３． 国連CEFACTを中心とする貿易円滑化に関する啓蒙・普及活動
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2013 年10月号（第421号）
記事１． アジア－太平洋貿易円滑化フォーラム2013 出席報告
記事２． 平成25年度JASTPROセミナーより
「各国FTAにおける原産地手続（証明手続と検証手続）の最近の動向」（後編）
2013 年9月号（第420号）
記事１． 平成25年度JASTPROセミナーより
「海上運送書類（B/LとSea Waybill）の法的問題点と将来の展望について」（後編）
記事２． 平成25年度JASTPROセミナーより
「各国FTAにおける原産地手続（証明手続と検証手続）の最近の動向」（前編）
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2013 年8月号（第419号）
記事１． 平成25年度JASTROセミナーより
「海上運送書類（B/LとSea Waybill）の法的問題点と将来の展望について」（前編）
記事２．「出港前報告制度」（2014年3月10日実施）に関するお知らせ
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４． その他（JASTPROからのお知らせ）
2013 年7月号（第418号）
記事１． 第19回国連CEFACT総会 出席報告
記事２． 平成25年度JASTPROセミナーを開催（開催結果報告）
記事３．「 出港前報告制度」（2014年3月10日実施）に関するお知らせ
記事４． AFACT e-ASIA賞募集へのお願い
記事５． 国連CEFACTからのお知らせ
記事６． その他（JASTPROからのお知らせ）
2013 年6月号（第417号）

記事１． 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
第31回中間会議報告
記事２． 第19回国連CEFACT総会報告
記事３． 海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会の設置
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2013 年5月号（第416号）
記事１． 第21回国連CEFACTフォーラム報告
記事２． 観光庁平成24年度観光地域イノベーション事業を実施して
～滞在プログラムの展開と成果報告会の開催から～
鹿教湯温泉旅館協同組合 代表 斎藤 兵冶
一般社団法人長野県情報サービス振興協会 専務理事 渡辺 周二
NPO法人旅行電子商取引促進機構 専務理事 鈴木 耀夫
記事３． 平成25年度JASTPROセミナー開催のご案内
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2013 年4月号（第415号）
一般財団法人への移行について
貿易関係手続の簡素化と国際物流の円滑化を目指して
（理事長 槍田 松瑩）
記事１． 公益社団法人 横浜貿易協会幹部セミナーでの講演
記事２． 出港前報告制度に関する最近の動向
記事３． 業界横断EDI仕様V2.0：ビジネスインフラガイドブックについて
記事１． 財務省税関研修所での講演 …………………………………………………………… 1
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（10） ……………………………………………………… 3
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ ………………………………………………………… 15
記事１． 全国中小貿易業兵庫連盟講演会での講演 …………………………………………… 1
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（9） ………………………………………………………… 5
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． JASTPROからのお知らせ ……………………………………………………………
年頭のご挨拶 財団法人日本貿易関係手続簡易化協会理事長 槍 田 松 瑩 …… 1
新年のご挨拶 財務省関税局長 稲 垣 光 隆 …… 3
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 北 川 慎 介 …… 5
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 濱
勝 俊 …… 8
2013年 JASTPRO行事予定（国内） ………………………………………………………… 10
2013年 JASTPRO行事予定（国際） ………………………………………………………… 11
【２０１２年】
2012 年12月号（第411号）
記事１．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
第30回年次会議報告
記事２． 平成24年度JASTPRO秋季セミナーを開催（開催結果報告）
記事３． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（8）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年11月号（第410号）
記事１． 貿易円滑化導入ガイド（ＴＦＩＧ）のご紹介
記事２． 国際貿易円滑化に関する啓蒙・普及活動
記事３． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（7）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ

2012 年10月号（第409号）
記事１． 第20回国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム報告
記事２． 平成24年度JASTPRO秋季セミナーのご案内
記事３． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（6）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年9月号（第408号）
記事１． ＡＦＡＣＴ旅行関連日本部会の活動
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（5）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年8月号（第407号）
記事１． サプライチェーン情報基盤研究会
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（4）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年7月号（第406号）
記事１． サプライチェーン情報基盤研究会
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（4）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年6月号（第405号）
記事１． 第19回国連CEFACTフォーラム出席報告（後半）
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（2）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年5月号（第404号）
記事１． 第19回国連CEFACTフォーラム出席報告（前半）
記事２． ◇連載◇ 貿易契約の諸問題（1）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 平成24年度JASTPRO春季セミナーを開催（結果報告）
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年4月号（第403号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（12）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 平成23年度事業「日本版船積み24時間ルールの導入に関する調査」
＜完了報告＞
記事３． 平成24年度JASTPRO春季セミナーのご案内
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年3月号（第402号）
記事１． 第18回国連CEFACT総会報告（2/2）
記事２． 国連CEFACTからのお知らせ
2012 年2月号（第401号）
記事１． 第18回国連CEFACT総会報告
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（11）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４． 第19回国連CEFACTフォーラムのお知らせ
2012 年1月号（第400号）

年頭のご挨拶 JASTPRO理事長 槍 田 松 瑩
新年のご挨拶 財務省関税局長 柴生田 敦 夫
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 厚 木
進
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 小 橋 雅 明
2012年 国連CEFACT関連国際会議の予定
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（10）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
【２０１１年】
2011 年12月号（第399号）
記事１．国連CEFACT活動等に係る普及・促進に向けた活動 《全国一巡》
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（9）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． PAA運営委員会プレスリリース
記事４． 11月号記事１の一部訂正について
2011 年11月号（第398号）
記事１． 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
Asia Pacifi c Council for Trade Facilitation & Electronic Business (AFACT)
第29回年次会議出席報告
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（8）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年10月号（第397号）
記事１． 国連CEFACTフォーラム ジュネーブ会議報告
次世代EDI推進協議会 菅又 久直
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（7）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４． JASTPRO 秋期セミナーのご案内
2011 年9月号（第396号）
記事１． 国連CEFACT活動に係る普及・促進セミナーの開催（新潟地区）
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（6）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
2011 年8月号（第395号）
記事１． 第17回国連CEFACT総会出席報告
記事２． 国連CEFACTによる各国の国際貿易および電子ビジネスに関わる
専門家への参加の呼びかけ
記事３． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（5）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年7月号（第394号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（4）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACT 勧告第12号の改正案:
海上運送書類に関わる手続簡素化のための方策（ 2/2）
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年6月号（第393号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（3）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACT 勧告第12号の改正案:
海上運送書類に関わる手続簡素化のための方策
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ

2011 年5月号（第392号）
記事１． 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
Asia Pacifi c Council for Trade Facilitation & Electornic Business (AFACT)
第29回中間会議出席報告
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（2）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年4月号（第391号）
記事１． 貿易円滑化の為の勧告と電子商取引標準化に関する
国際専門家会議（第18回国連CEFACTフォーラム代替開催）出席報告 … 1
2011年3月28日～4月1日（ワシントンD.C. 郊外）
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習の諸問題（1）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
記事４． JASTPRO 春期セミナーのご案内
2011 年3月号（第390号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（12）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年2月号（第389号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（11）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACTワシントンフォーラムの変則開催について
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2011 年1月号（第388号）
年頭のご挨拶 JASTPRO理事長 槍 田 松 瑩
新年のご挨拶 財務省関税局長 柴生田 敦 夫
年頭所感 経済産業省貿易経済協力局長 厚 木
進
年頭のご挨拶 国土交通省総合政策局情報政策本部長 西 川
2011年 国連CEFACT関連国際会議の予定
記事１． 第16回国連CEFACT総会報告
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（10）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ

健

【２０１０年】
2010 年12月号（第387号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（9）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年11月号（第386号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（8）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年10月号（第385号）
記事１． 第17回国連CEFACTフォーラム出席報告書（2/2）
2010年8月30日～9月3日（ジュネーブ, スイス）
記事２． 国連CEFACT活動に係る普及・促進セミナーの開催（四国・中国地区）
記事３． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（7）
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年9月号（第384号）

記事１． 第17回国連CEFACTフォーラム出席報告書（1/2）
2010年8月30日～9月3日（ジュネーブ, スイス）
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（6）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
2010 年8月号（第383号）
記事１． 国際標準策定に向けた道のり（2/2）
－国連CEFACT標準開発への日本の貢献と将来に向けての課題－
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（5）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 平成22年度JASTPROセミナー開催のお知らせ
記事４． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年7月号（第382号）
記事１． 国際標準策定に向けた道のり（1/2）
－国連CEFACT標準開発への日本の貢献と将来に向けての課題－
株式会社CIラボ 山下 純一
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（4）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年6月号（第381号）
記事１． 国連CEFACTビューロから各国代表団長への連絡（仮訳）
記事２． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（3）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年5月号（第380号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（2）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 旅行関連業界の標準化活動
特定非営利活動法人旅行電子商取引促進機構（JTREC） 専務理事
国連CEFACT日本委員会 委員長 鈴木 耀夫
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ
2010 年4月号（第379号）
記事１． ◇連載◇ 貿易慣習と物品売買法（1）
早稲田大学名誉教授 朝岡 良平
記事２． 貿易手続へのXML/EDI導入調査研究特別委員会
− 平成21年度事業成果報告書 −
記事３． 国連CEFACTからのお知らせ

