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ご利用者様各位 

日本機械輸出組合 

 

２０１９度貿易実務講座および施設見学会の日程・料金について 

 

 平素は当組合主催の、貿易実務関連の各種講座および港湾・空港施設見学会に

ご参加頂き、誠にありがとうございます。 

 2019 年度の開催スケジュールはまだ確定していない講座も多々ございますが、毎

年たくさんの方にご参加頂いている貿易実務基礎講座（春季）を始め現時点で確定し

ているスケジュールをご案内いたします。 

また、当組合は貿易実務の各種講座及び施設見学会を多くの方にご参加頂けるよ

う、これまで内部努力によりコストを抑え低料金での開催に努めて参りましたが、会場

費、バス借上代等、開催にかかる費用が上昇していることから事業健全化のために

今年度より料金を改定させて頂くことといたしました。 

 お客様には、ご負担・ご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、 

今後も講座、見学会ともに一層の充実化を図っていく所存ですので、事情ご賢察の上、

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

  

１．2019 年度の貿易実務講座の年間スケジュール 

 組合員企業から参加要望の多い貿易実務基礎講座（春季）、輸出管理講座の開催

予定は別紙１のとおりです。 

正式な募集案内は当組合ホームページからご確認下さい。    

なお、 貿易実務基礎講座（春季は）、5 月 7 日以降、募集開始の予定です。 

 

２．料金改定について 

 2019 年度に開催する貿易実務の各種講座および施設見学会ご参加にかかる料金

は、誠に勝手ながら添付のとおりとさせていただきます。 

お客様にはご負担・ご迷惑をおかけいたしますが、事情ご賢察の上何卒ご理解を

賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

  

お問合せ 

日本機械輸出組合  

部会・貿易業務グループ    03-3431-9800 

貿易業務相談・研修室     03-3431-9630  

  大阪支部             06-6252-5781



 

別紙１ 

    2019 年度の貿易実務講座年間スケジュール(2019 年 4 月 15 日 暫定版) 

       
開催日程が未確定の講座を赤字で記載 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
【貿易実務基礎講座】 【貿易実務基礎講座】

座学研修 基礎 ・東京（6/14） ・東京（9/10）

(貿易実務総合) ・大阪（6/21） ・大阪（9/26）

・名古屋 （6/20） ・名古屋 （9/19）

中級 【貿易実務中級講座】

・東京（10/17,18）

・大阪（10/24,25）

・名古屋 （11/14,15）

【貿易実務基礎（テーマ別）】 【貿易実務基礎（テーマ別）】10月予定 【通関手続基礎講座】2月予定

座学研修 （通関手続・輸出管理） (海上保険、PL保険） ・東京・大阪

(貿易実務基礎) 貿易実務 ・東京(7/8) ・東京

・大阪(7/5) ・大阪 【英文契約書基礎講座】2月予定

テーマ別研修 ・名古屋(7/11) ・東京・大阪

貿易保険 【包括保険実務者講習会】7月予定 【貿易保険説明会】(NEXI貿易保険の種類とその概要）

・東京 ・東京(11/27）

・大阪 ・大阪(11月予定）

プラント 【公的輸出支援制度　基礎講座】6～7月予定 【公的輸出支援制度　専門講座】11月予定

・東京 ・東京

【安全保障貿易管理説明会】 【安全保障貿易管理説明会】

（CISTEC共催） ・東京(5/14・6/13) ・大阪(11/14) ・名古屋(11/28)

・名古屋(5/9) ・東京(11/22)

・大阪(5/10)

【専門講座：米国再輸出規制】９月予定

・東京　・大阪

【専門講座：統括管理】 　【教養講座：取巻く環境・背景】

・東京（ＴＶ）・大阪（4/3,4/10） 　・東京（ＴＶ）・大阪（8/7・8/28）

（JMC主催） 【専門講座：法令遵守立入検査】

・東京（ＴＶ）・大阪（5/22,6/5）

 【総合講座：入門編】 　【総合講座：入門編】１０月予定

 ・東京（ＴＶ）・大阪（4/23,24） 　・東京（ＴＶ）・大阪

【専門講座：社内教育推進（３日間コース）】 【専門講座：設備の該非判定】３月予定

・東京（ＴＶ）・大阪（5/29・6/11・6/26） ・東京（ＴＶ）・大阪

 【神戸港見学会】 【大阪南港見学会】

空港・港湾　施設見学会 （7/3) （10/4)

【関西空港見学会】11～12月予定

 【東京港・博多港・中部空港・成田空港見学会】7～3月月予定

輸
出
管
理



別紙２ 

2019 年貿易実務講座、施設見学会料金表 
 1．貿易実務各種講座 

  開催予定日 2018 年度料金 2019 年度料金 

貿易実務基礎講座(春） 2019 年 6 月 組合員 2,000 円(税込） 組合員 2,500 円(税別） 

一般 6,000 円（税込） 一般 6,500 円（税別） 

貿易実務テーマ別講座 

(通関・輸出管理） 

2019 年 7 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

一般 6,000 円（税込） 一般 6,500 円（税別） 

貿易実務テーマ別講座 

(海上保険・貿易保険） 

2019 年 10 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

一般 6,000 円（税込） 一般 6,500 円（税別） 

貿易実務基礎講座(秋） 2019 年 9 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

一般 6,000 円（税込） 一般 6,500 円（税別） 

貿易実務中級講座 2019 年 10 月～11 月 組合員 6,000 円（税込） 組合員 7,000 円(税別） 

一般 12,000 円（税込） 一般 13,000 円(税別） 

英文契約書基礎講座 2020 年 2 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

一般 4,000 円（税込） 一般 4,500 円(税別） 

通関手続基礎講座 2020 年 2 月 組合員 ‐ 組合員 未定 

一般 - 一般 未定 

２．各種施設見学会 

講座名 開催予定日 2018 年度料金 2019 年度料金 

神戸港見学会 2019 年 7 月 3 日 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

大阪南港見学会 2019 年 10 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

関西空港見学会 2019 年 11 月～12 月 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

成田空港見学会 未定 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

東京港(または横浜港）見学

会 

未定 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 

名古屋空港見学会 未定 組合員 2,000 円（税込） 組合員 2,500 円(税別） 
 


