
                          ２０１９年３月１２日 
 

２０１９年度 安全保障貿易管理説明会の開催について 
 
日 本 機 械 輸 出 組 合 （ Ｊ Ｍ Ｃ ） 

専 務 理 事  倉 持  治 彦 
一般財団法人安全保障貿易情報センター（ＣＩＳＴＥＣ） 

専 務 理 事  押 田    努 
 

今般、日本機械輸出組合（JMC）及び一般財団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC）では、       

２０１９年度 安全保障貿易管理説明会を下記の要領で開催いたします。 

安全保障貿易管理の重要性は益々高まり、関係者においては輸出管理について適切な対応を図っていただ

くために経済産業省よりご担当官をお招きし、初心者向けの「安全保障貿易管理説明会」を開催いたします。

是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

＜説明概要＞ 

● JETRO DVD上映 

 「安全保障貿易管理 ‐輸出品・技術の軍事転用を防げ！‐」（開始前に上映 10分程度） 

１．安全保障貿易管理について：安全保障貿易管理の概要や大まかな制度についての紹介  

２．法令遵守のポイント：輸出管理を行っていく上でのポイントなどを紹介 

（取引審査・該非判定の概要、包括許可制度の概要等）  

※ 説明の詳細はプログラムにてご確認下さい。 説明会資料はこちらからご覧頂けます。↓ 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer_document3.html 

＜説明者＞ 経済産業省 貿易経済協力局  安全保障貿易検査官室担当官 

 

 名古屋会場 大阪会場 東京会場 東京会場 

日時 

5月 9日(木) 

13:30～16:20 

5月 10日(金) 

13:30～16:20 

5月 14日(火) 

午前 10:00～12:50 

午後 14:00～16:50 

※午前・午後と内容は同じ 

6月 13日（木） 

午前 10:00～12:50 

午後 14:00～16:50 

※午前・午後と内容は同じ 

会場 

名古屋国際会議場 

(４号館 白鳥ホール) 

名古屋市熱田区熱田西

町 1番 1号 

TEL：052-683-7711 

http://www.nagoya-co

ngress-center.jp/ 

大阪国際交流センター 

(大ホール） 

大阪市天王寺区上本町

8-2-6 

TEL：06-6772-5931 

http://www.ih-osaka.or

.jp 

東京ビッグサイト 

(会議棟７F国際会議

場) 

江東区有明 3-11-1 

TEL：03-5530-1111 

http://www.bigsight

.jp/ 

東京ビッグサイト 

(会議棟６Ｆ  

６０５-６０８会議室) 

江東区有明 3-11-1 

TEL：03-5530-1111 

http://www.bigsight.

jp/ 

定員 400名 800名 各 750名 各 350名 

受講費 

参加者 1名様あたり 2,100円（税込） 

（受講費は後払いです。説明会終了後に請求書を送付しますので請求書記載の指定口座へお振込みく

ださい） 

申込 

窓口 

および

申込 

方法 

日本機械輸出組合

(JMC)東京 

日本機械輸出組合(JMC)

大阪支部 

安全保障貿易情報ｾﾝﾀ

ｰ(CISTEC) 

日本機械輸出組合

(JMC)東京 

JMC WEB ｻｲﾄ「ｾﾐﾅｰ･講演

会」からお申込みくだ

さい 

http://www.jmcti.org

/jmchomepage/semmina

r/index.htm 

JMC WEB ｻｲﾄ「ｾﾐﾅｰ･講演

会」からお申込みくださ

い 

http://www.jmcti.org/j

mchomepage/semminar/in

dex.htm 

CISTEC WEB ｻｲﾄ「ｾﾐﾅｰ･

講演会」からお申込み

ください

http://www.cistec.o

r.jp/service/semina

r/index.html 

JMC WEB ｻｲﾄ「ｾﾐﾅｰ･講演

会」からお申込みくだ

さい 

http://www.jmcti.org

/jmchomepage/semmina

r/index.htm 

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer_document3.html


 名古屋会場 大阪会場 東京会場 東京会場 

申込 

期限 
4月 22日(月)15 時迄 4月 22 日(月)15時迄 ４月 25日(木)15時迄 6月 4日(火)15時迄 

ｷｬﾝｾﾙ 

方法 

受講票にキャンセルさ

れる方の名前を記載

し、”

gyoumu@jmcti.or.jp”

宛にそのまま返信して

下さい。 メールの件

名には「５／９名古屋

キャンセル」と記載し

て下さい。 

受講票にキャンセルされ

る方の名前を記載し、 

”seminar@jmcti.or.jp”

宛にそのまま返信して下

さい。 メールの件名に

は「キャンセル」と記載

して下さい。 

受講票にキャンセル

される方の名前を記

載しそのまま返信し

て下さい。 

メールの件名には「キ

ャンセル」と記載して

下さい。 

受講票にキャンセルさ

れる方の名前を記載

し、”

gyoumu@jmcti.or.jp”

宛にそのまま返信して

下さい。 メールの件

名には「６／１３東京

キャンセル」と記載し

て下さい。 

ｷｬﾝｾﾙ 

期限 

4月 22日(月)15時迄 4月 22 日(月)15時迄 ４月 25日(木)15時迄 6月 4日(火)15時迄 

※ 各会場ともキャンセル期限以降のお申出はお受け出来ませんので、代理出席等調整をいただきま

すようお願いいたします（当日の欠席者へは開催後資料をお送りいたします）。 

※ キャンセル期限を過ぎてからのキャンセルについては受講費を請求します。 

ｷｬﾝｾﾙ

待申込 

方法 

申込期限迄にメールに

てご連絡ください

(gyoumu@jmcti.or.jp) 

申込期限迄にメールにて

ご連絡ください 

(seminar@jmcti.or.jp) 

申込期限迄にWEBに掲

載の「セミナーキャン

セル待申込み」フォー

ムからお申込み下さ

い 

申込期限迄にメールに

てご連絡ください

(gyoumu@jmcti.or.jp) 

ｷｬﾝｾﾙ

待申込 

期限 

4月 22日(月)15 時迄 4月 22 日(月)15時迄 ４月 25日(木)15時迄 6月 4日(火)15時迄 

※キャンセル待ちで入場可能な方のみメールにてご連絡いたします。 

受講票

の提出

方法 

CISTEC又は JMC よりメールにて自動返信する「受講票」を当日受付にご提出ください。 

※ お申込後に受講される方が変更になった場合は「受講票」のお名前を二重線で抹消の上、 

新規受講者を記載して受付にご提出下さい（事前連絡は不要です）。 

お問い

合せ先 

日本機械輸出組合

(JMC)東京 

TEL:03-3431-9630 

MAIL: 

gyoumu@jmcti.or.jp 

日本機械輸出組合(JMC)

大阪支部 

TEL:06-6252-5781 

MAIL: 

seminar@jmcti.or.jp  

安全保障貿易情報セ

ンター(CISTEC) 

TEL:03-3593-1147 

MAIL: セミナー・講演会

に関するお問い合わせ

フォーム 

日本機械輸出組合

(JMC)東京 

TEL:03-3431-9630 

MAIL: 

gyoumu@jmcti.or.jp 

ご注意 
・説明中にパソコンの使用は近くの受講者の迷惑となりますのでご遠慮下さい。 

・会場は室温調整が十分に出来ないこともありますので、衣服等で調整出来るようにご準備下さい。 
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