＜主催＞浜松商工会議所、ジェトロ浜松

貿易実務講座（通関知識基礎編） in 浜松
浜松商工会議所は、ジェトロ浜松と共催にて、貿易実務講座（通関知識基礎編）を開催いたします。本講座で
は、貿易実務に役立つ通関知識（RCEP 等の貿易協定に対する通関知識）を学びます。4 月 19 日には「入門
編」を開催いたします。貿易実務への理解を深めるために 2 日間の講座をお勧めします。受講方法は「オンライ
ン受講」のみです。システム環境などを事前にご確認ください。

通関知識基礎編
2022 年 4 月 20 日（水）9:30～15:30

（休憩:12:00～13:00）

【受講対象者の目安】貿易取引の基礎知識を有する方～輸出入業務 1 年以上の方
【内容例】 RCEP（地域的な包括的経済連携）協定、EPA の原産地規則、三国間取引と連続する原産地証明書 等

【受講方法】オンライン受講 WEB ライブ形式（使用アプリ:Zoom）

受講にあたっては、次ページ以降のお願い等を必ずご確認ください。
【対

象】

静岡県内に事業所を有する企業・団体にお勤めの方
※講師と同業（講師業、コンサルタント業等）の方はお断りする場合がございます。

【講

師】

中矢一虎 氏
・中矢一虎法務事務所（司法書士 行政書士）代表

・大阪公立大学商学部 講師

・公益財団法人大阪産業局 英文契約書専門相談員
【定

員】

3５名（申込先着順）

【受 講 料】

会

員:1 講座 5,000 円 (税込･教材費含む)
（「入門編」と共に 2 講座受講する場合は 9,000 円)

非会員:1 講座 10,000 円 (税込･教材費含む)
(「入門編」と共に 2 講座受講する場合は 18,000 円)
※会員の定義・・・浜松商工会議所会員またはジェトロ・メンバーズ（中国会員、農水会員含む）の方
※開催日１週間を切ってのキャンセルの場合、受講料の返金はいたしかねます。

①静岡銀行 浜松営業部 普通預金 122431
振込先 ②浜松磐田信用金庫 東伊場支店 普通預金 657474
③遠州信用金庫 本店 当座預金 014280

【申込期限】

2022 年 4 月 8 日（金）17:00 まで

口座名:浜松商工会議所
※振込手数料はご負担ください

※期日までに受講料のお振込みをお願いします。

※4 月 11 日（月）以降のキャンセルの場合、受講料の返金はいたしかねます。

【申込・問合先】

浜松商工会議所 工業振興課

TEL:053-452-1116 / FAX:053-459-3535
E-mail:kogyo@hamamatsu-cci.or.jp

【通関知識基礎編】 参加申込書
✓をご記入ください

FAX:053-459-3535

□ 受講方法に関する「お願い」を確認しました。内容了承のうえ申し込みます。

事業所名・電話番号
参加者氏名・役職

（TEL:

）

（役職:

）

緊急連絡先
(講座当日)

メールアドレス
テキスト
郵送先住所

申込締切
4 月 8 日（金）

〒

【貿易実務（通関知識基礎編） in 浜松 レジュメ】（予定）
※講座内容は予告なく変更される場合がございます。

Ⅰ 関税定率法（日本）別表

2. ATA カルネ（通関手帳）

1. 日本の関税率表と関税番号

（1）ATA 条約と ATA 特例法

（1）国際条約（HS 条約）

（2）ATA カルネの構成

（2）日本の関税率表

（3）ATA カルネによる輸出入

2. 世界の関税番号

（4）ATA カルネによる物品・貨物

（1）中国（中華人民共和国）本土と香港特別区

（5）再輸出期間

（2）米国

（6）外国における輸入税の徴収

Ⅱ EPA（経済連携協定）の原産地規則等
１．原産地規則と自己証明・自己申告の制度
（1）原産地規則の一般ルールと利用方法
（2）原産地証明書・原産品申告書等記載のための原産地基準
［RCEPを輸出で利用する事例演習］
（3）自己証明制度と自己申告制度（輸出）
(4) RCEP、TPP、日本EU（欧州連合）EPAおよび日本・英国
EPAの自己証明による原産地証明および原産地申告の注意点
Ａ TPPに対応した自己証明による原産地証明書の必要的記
載事項
Ｂ 日本EU（欧州連合）EPAに対応した自己証明による原産
地申告の必要的記載事項
Ｃ 日本・英国EPA（日英包括的経済連携協定）に対応した
自己証明による原産地申告の必要的記載事項

Ⅴ

輸入税制

1.輸入関税の仕組み
2.外国貨物
3.課税標準（価格）と関税
（1）課税標準とは何か
（2）課税価格の基本計算
4.輸入関税額の基本計算
5.（応用Ⅰ）海外委託加工と関税評価
6.（応用Ⅱ）輸入課税価格の計算
7.（参考）関税額の確定・納税・訂正
8.（参考）関税に関する付帯税
Ⅵ 日本の関税に関する減免税・戻し税の制度
1.免税制度
（1）無条件免税

2．日米貿易協定の輸入者による特恵待遇要求（自己申告）

（2）特定用途免税

3．RCEPの原産地証明と申告

（3）外交官用貨物等の免税

Ⅱ 三国間取引（再輸出/積戻し）と連続する原産地証明書
1. 連続する原産地証明書
2. RCEP（地域的な包括的経済連携）協定への利用
3. 日本 ASEAN 経済共同体包括的 EPA（AJCEP）
4. 中国と ASEAN 経済共同体（AEC）との間の自由貿易協定
（ACFTA:ASEAN CHINA Free Trade Agreement）
Ⅳ 新しい日本の通関システムと ATA カルネ
1. AEO（Authorized Economic Operator）制度
（1）認定通関業者
（2）特定保税運送制度
（3）輸出申告の特例:特定輸出者と特定委託輸出者
（4）輸入申告の特例:特例輸入者と特例委託輸入者

（4）再輸出免税
2.戻し税制度
（1）販売受託品等の売れ残り品に関する再輸出戻し税
（2）契約違反品等の返送等による戻し税

Ⅶ 輸出取引免税制度（消費税等）

「オンライン受講」に関するお願い
下記の通り、今後の流れ、参加条件、視聴環境、免責事項に同意のうえ、お申込みをお願いいたします。

◆◆◆ 今後の流れ ◆◆◆
【１】 アプリのダウンロードとインストール
Zoom アプリをダウンロード、インストールして受講いただきます。こちらの URL にアクセスのうえ、
ダウンロード、インストールをお願いします。 ⇒ Zoom ミーティングクライアント ダウンロードページ
※Zoom を使用する際には、必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用するように
ご留意ください。ご自分の端末にて各自 Zoom のシステムテストをご利用いただくことが可能です。
※Zoom の接続に不安な方は、浜松商工会議所と接続テストを実施します（所要時間 5 分程度）ので、
事前にお申し出ください。＜確認事項＞Zoom の使用可否／画面が映るか／音が聞こえるか等
【２】 当日資料の郵送と、ログイン情報のご連絡
申込・入金完了の受講者様には、4 月 15 日（金）以降、ご登録住所宛に当日使用するテキスト等を
レターパックにて発送する予定です。発送後、Zoom のミーティング ID 等をメールにてご連絡します。
【３】 当日受講準備、入室
受講日当日はアプリを起動し、9:00 以降に、上記【２】でお知らせした受講アクセス情報を用いて接続し、
入室待機をしてください。浜松商工会議所より順次入室を許可いたします。
※セミナー中に途中退出される方は、原則として再入室できませんのでご了承ください。
【４】 受講、アンケート回答
講師は事前に郵送するテキストを使って、講義を進めていきます。受講後、オンライン等でのアンケート
回答にご協力をお願いいたします。

◆◆◆ 参加条件 ◆◆◆
□ 今般ご提供するオンラインセミナー（以下「本オンラインセミナー」と記す。）にて提供される情報については、
お客様自身の判断、責任においてご使用ください。本オンラインセミナーでの提供情報に関連して、お客様等が
不利益等を被る事態が生じたとしても、講演者及び独立行政法人日本貿易振興機構（以下「ジェトロ」と
いいます）と浜松商工会議所は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
□ 映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの全部又は一部（以下「本コンテンツ」と記す。）
については、講演者及び主催機関はできる限り正確に作成するよう努めておりますが、その正確性、完全性、
目的適合性、最新性を保証するものではありません。本コンテンツにより提供した情報の採否はお客様の
ご判断で行ってください。 また、万一、お客様等が不利益等を被る事態が生じましても講演者及びジェトロ、
浜松商工会議所は一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
□ ジェトロと浜松商工会議所は、相当と判断する場合には、本サービスの提供を予告なく打ち切ることがあります。
□ お申込みにあたっては、必ず 1 名様ずつお申込みください。集団受講(端末 1 台で複数名受講)は禁止します。
□ 不正受講防止のため、全受講者はカメラをオンにしたままで受講していただきます。Zoom の設定上、
自画像が他の参加者にも表示され得ることをご了承ください。なお、マイクについては、講師以外はミュートとし、
講義中のご質問は講師のみに表示されるチャットにて受け付けます。
次ページへ続く ＞＞＞

◆◆◆ 視聴環境 ◆◆◆
□ 受講にあたっては、ウェブカメラ付 PC または携帯端末が必須です。
本サービスをご視聴いただくために必ず、Zoom のウェブサイトで視聴可能であることをご確認のうえ、ご受講
ください。 （参考）Zoom ウェブサイト URL: https://zoom.us/

◆◆◆ 免責事項 ◆◆◆
□ 本オンラインセミナーにかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの全部又は一部
（以下「本コンテンツ」といいます。）に関する著作権は、講演者、ジェトロ、浜松商工会議所、その他の
著作権者（以下総称して「著作権者」といいます。）に帰属します。
□ 本コンテンツは、本オンラインセミナー視聴用途のみにてご利用ください。
□ 本コンテンツの複製（ダウンロードのほか、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限られません。
以下同じ。）、上映、公衆送信（送信可能化を含みますがこれに限られません。以下同じ。）、
展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は、目的の如何を問わず、お断りさせていただきます。
□ 本コンテンツを、著作権者の許諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、
翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為であり、その利用者は、刑事責任を問われる可能性
があります。また、これらの行為は、講演者等の肖像権等を侵害する行為でもあります。
□ お客様がご使用の PC 環境、インターネット回線、配信プラットフォームの状況等が視聴環境を満たして
いるか、ご確認ください。かかる環境次第では、本コンテンツの映像が途切れ又は停止する等、正常に視聴
できないことがあります。なお、ジェトロと浜松商工会議所は、ご視聴にあたっての技術的なお問い合わせに
つきましてはご回答いたしかねます。
□ 本オンラインセミナーに関するサービス（以下「本サービス」といいます。）の提供についての法律関係及び
派生する権利義務は、日本国の法律に準拠します。
□ 本サービスの提供についての法律関係及び派生する権利義務については、東京地方裁判所又は東京簡易
裁判所もって、第 1 審の合意管轄裁判所とします。
以上

お申し込み頂いたお客様の情報は、浜松商工会議所とジェトロの個人情報保護方針に則り、
適切に管理運用いたします。
浜松商工会議所個人情報保護方針:https://www.hamamatsu-cci.or.jp/policy/
ジェトロ個人情報保護方針:https://www.jetro.go.jp/privacy/

