
令和元年度 『国際ビジネス支援講座』  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日時  令和元年 10月～11月 

講座内容 【カリキュラム】（中面）をご覧ください 

会  場  松山商工会議所 5階 大ホール 

       ※当会館には駐車場はございません。お越しの際は公共交通機関をご利用 

いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

申込期限  各コース開始日の 3営業日前 

定  員  各コース 40名程度 

申込方法  受講申込書（裏面）に必要事項をご記入の上、FAX(089-947-3126)または 

ホームページ(https://www.jemcci.jp/)よりお申込ください。 

主  催  松山商工会議所、公益社団法人愛媛県産業貿易振興協会 

ジェトロ愛媛貿易情報センター 

受 講 料  下表のとおり（上記主催団体いずれかの会員の方は会員価格となります。  

入会をご希望の方はお問合せください ） 

 

（注）松山市内の中小企業者、または中小企業団体の方は、受講料の一部を助成する 『松山市人材育成事業補助金』 

制度（要件あり）の申請ができる場合があります 。補助金の申請をご検討の方は受講開始３週間前までに、必 

ず松山市地域経済課（TEL:948－6783）へご連絡下さい。 

受講料のお支払いについては、各受講日当日の会場受付にて、セットコースの方は最初の講座「貿易取引＜基 

礎＞コース」(10/17)の会場受付にて、現金でお支払いください。領収書をお渡しします。 

コース名（講座名） 会 員 非会員 

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース 

各コース 

￥1,000 

各コース 

\2,000 

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース 

Ⅲ．貿易取引〈海外進出〉コース 

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース 

セットコース（全コース受講） 

（法人でのお申込みは、各コースで受講者が異なっても可） 
￥3,000 \5,000 

海外との事業活動が多様化する中、県内企業の国際取引を推進する人材の育成を図るた

め、『国際ビジネス支援講座』を愛媛県産業貿易振興協会、ジェトロ愛媛貿易情報センターと

の共催で開催いたします。 

貿易実務のご担当者や初めて携わる方、また管理者や経営者の方まで、広くご受講いただ

ける内容となっております。また、ご興味のあるコースだけを選択しての受講、全コースセ

ットでの受講など、ご希望に応じたお申込みが可能です。 

様々なカリキュラムをご用意しております。この機会に是非、ご受講いただきますよう、

ご案内申し上げます。 

受講者募集 

〈お問合せ・お申込み〉 

松山商工会議所 地域振興部 〒790－0067 松山市大手町 2－5－7 

TEL：089－941－4111 FAX：089－947－3126 

TEL:089%EF%BC%8D941


開催日時 令和元年10月17日（木）  9:30～17:00 開催日時 令和元年10月24日(木)　 9:30～17:10 開催日時 令和元年11月１日（金）　 9:30～16:30 開催日時 令和元年11月7日（木）　 13:00～17:30

会　場 松山商工会議所　５階　大ホール 会　場 松山商工会議所　５階　大ホール 会　場 松山商工会議所　５階　大ホール 会　場 松山商工会議所　５階　大ホール

コースのポイント

　貿易に関する基本用語から仕組み、輸出入取引の
流れ、貿易に関する費用、輸送、通関、決済、金融に
至るまでを分かり易く解説 コースのポイント

　輸出・輸入に関して
①取引先開拓から成約
②物流、通関実務
③決済、貿易金融
  を実務に即して解説

コースのポイント

　海外進出の具体的方法と海外ローカルスタッフマネ
ジメントに関して事例を中心に解説

コースのポイント

 ・メガＦＴＡ時代の国際ビジネス戦略に関して解説
 ・各種機関の海外事業支援策

受講対象者 初心者 受講対象者 貿易実務担当者、管理者 受講対象者 貿易実務担当者、管理者、経営者 受講対象者 管理者、経営者

講　師

　
（株）グローバル・ビズ・ゲート
　　代表取締役　 池田　隆行　氏

講　師

各講座欄に記載

講　師

中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表
国際法務株式会社　代表取締役
大阪市立大学　商学部　講師
中矢　一虎　氏

講　師

各講座欄に記載

　第1講座 　第1講座 　第1講座
　講　　師 ： 株式会社アールFTA研究所
　　　　　　　　代表取締役　麻野　良二　氏

9:30～10:50
　第1講座

9:30～12:30 13:00～15:00

9:30～10:45

　第2講座 　第2講座

11:00～12:00 10:45～12:00

　第3講座

13:00～14：50
　第3講座

13:00～14:00

　第4講座 　第4講座

15:00～17：00 14:00～15:00
　第2講座

15:10～17:30

　第5講座
　第2講座

15:10～16:10 13:30～16:30

　第6講座

16:10～17:10

◆各種機関の海外事業支援策について
 1. ジェトロ愛媛
 2. ＪＩＣＡ四国
 3. 日本政策金融公庫
 4. 中小企業基盤整備機構
 5. 愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団
 6. 愛媛大学

◆「メガＦＴＡ時代の国際ビジネス戦略」
～ＦＴＡ利用の成功要因、失敗の原因～

１． １．国際ビジネスのためのＦＴＡ活用の背景と効果
（1）日本企業のFTA利用状況
（2）主要貿易相手国とのＦＴＡ締結状況
（3）＜予測＞日本を取巻くＦＴＡの重層的関係
（4）メガＦＴＡによる新ビジネス・モデルへの期待
（5）これからの国際ビジネス環境と企業の進化
２． ＦＴＡ利用の成功要因、失敗の原因を探る
（1）キーワードは「モノ」と「人」
（2）相談事例から見る企業の理解不足
（3） 原産地規則への認識不足 と 問題点 の 実際
（4） ＦＴＡ時代の企業責任：輸出品の原産性立証とは
３． ＦＴＡ原産地規則と企業実務の結合
（1）３種類の原産品とは?
（2）輸出品の原産性立証資料の種類と整理の要領、保存
義務
（3）業種別、品目別の課題と対応
４． 自己証明制度の活用
（1）企業が行うべき準備とその進め方
（2）スタートダッシュを切ることの重要性と効果について
（3）自己証明制度の利点と課題
（4）輸入通関後の事後確認に備える
５．むすび：日本企業にとってのＦＴＡ

令和元年度　国際ビジネス支援講座　カリキュラム

Ⅰ．貿易取引＜基礎＞コース Ⅱ．貿易取引＜輸出入実務者＞コース Ⅳ．海外取引＜経営者＞コースⅢ．貿易取引＜海外進出＞コース

◆貿易取引の仕組と基礎知識
 ・貿易取引の流れ
 ・海外取引には一定のルールがある
 ・取引申し込みから契約締結まで
 ・貿易運送の主な手段

◆取引契約で決めること
 ・貨物保険による運送リスクの回避
 ・価格の決め方(建値)-インコタームズ-
 ・決済条件と代金回収は表裏一体

　講　　師：（株）愛媛銀行　国際部
　　　　　　　　主任　三浦　泰樹　氏

◆取引先開拓と各種規制への対応
 ・市場調査、取引相手の具体的発掘方法
 ・相手方信用調査と選定
 ・輸出入に関する規制の確認と対応
 ・HSコードと輸入国の関税率調査方法

◆取引成約に向けた取組
 ・インコタームズ（費用と危険負担）留意点
 ・コスト構造と取引価格の決定
 ・決済方法の決定
 ・取引交渉に際しての留意点

　講　　師 ： 愛媛エフ・エー・ゼット(株) アイロット事業部　国際営業課
　　　　　　　　　係長　　玉井　奈緒子　氏

 講　　師 ： 日本通運（株）松山支店　営業推進センター
　　　　　　　　　通関士　 高市　浩　氏◆貿易書類を理解する

 ・船積書類と通関書類
 ・主な貿易書類

◆貿易運送と通関
 ・運送と通関手続きの手配
 ・船積み/荷降しの流れ
 ・通関手続きの仕組み

◆決済と金融
 ・貿易代金決済
 ・適用為替相場と為替変動リスクの回避

◆日本の関税制度
 ・関税制度の仕組み

◆輸入信用状の開設と輸出信用状接受
 ・信用状統一規則の概要と実務上の留意点
 ・輸入信用状の開設と留意点
 ・輸出信用状接受時の留意点
 ・信用状に伴うトラブル事例

◆輸出入決済と貿易金融
 ・輸出代金回収と輸入代金支払方法
 ・適用為替相場
 ・貿易金融活用方法
 ・為替リスクヘッジ方法

　講　　師 ： （株）伊予銀行　国際部
　　　　　　　　Foreign Trade Adviser  池内　亮　氏

◆海外進出で成功する要件
１．海外進出前の準備
（１）経営トップの海外事業に対する姿勢
（２）事前調査とその目的
（３）海外事業（派遣）員の適正
２．海外進出後の現地経営
（１）第一ステップ<海外進出初期>
（２）第二ステップ<事業拡大期>
（３）第三ステップ<事業成熟期>
（４）第四ステップ<事業完成期>

◆日本社内での海外人材の確保と育成方法
１．ある金型製造メーカーの失敗事例研究
２．社内に海外人材がいないケースの対応策
３．社内人材養成の必須マスター項目

◆海外事業の立ち上げ方
１．海外進出の進め方
２．日本企業が自ら海外進出しない場合の対処方法
（１）代理店契約と販売店契約
（２）OEM（業務委託）契約
（３）ライセンス契約
（４）フランチャイズ契約
３．駐在員事務所
４．海外新規投資案件で日本企業の独立法人（100%子会
社）設立と外国企業の合弁や外国企業買収のメリットとデ
メリット
５．日本企業の海外子会社（100%独立法人）と海外支店
（１）海外子会社と海外支店
（２）海外子会社の投資に至るプロセス（ベトナムの例）
（３）投資計画の実行ポイント
６．日本企業と外国企業の合弁会社設立
（１）合弁のための新会社設立プロセス
（２）合弁会社設立前の企業提携の流れ
（３）合弁会社設立の契約書作成
（４））合弁実行の実務的重要ポイント
７．日本企業による外国企業買収

◆ 海外投資推進の注意点

◆ 海外人事労務（事例を中心に学ぶ）
１．就労
・採用
・退職・解雇
・就業規則
２．人事労務
・労務内容
・処遇
・人事管理
・労務問題
・日本人と現地人のコミュニケーション
・モラル・アップの方法
・日本人駐在員
・海外赴任前に

◆輸出入の手続き
・輸出に伴う梱包から運送、通関、船積まで
・輸入に伴う貨物到着から通関、引取りまで
・通関手続き、輸送方法の選択、コンテナ輸送の実務

◆運送業者への委託と船積書類
・輸出入者と運送業者との連携
・輸出入者が行うべき準備
・輸出入申告書と主要船積書類の具体例解説

◆貨物海外保険について
・保険金請求に向けた対応について
・事故事例について



 

お申込方法 

下記申込書をご記入の上、FAX にてお送りください。 

松山商工会議所のホームページから申込書をダウンロードし、E メールでお送りいただくことも可能です。 

 

 

 

 

 
■松山商工会議所 HP：http://www.jemcci.jp 

---------------------------------------------------------------------- 

 

令和元年度 『国際ビジネス支援講座』 受講申込書 

 

事業所名  

会員の場合は、各所属団体に○印をご記入ください。 

 産 貿 協  ジェトロ  
松山商工 

会議所 

所在地 

〒   - 
TEL  FAX  

E‐mail  

 

 

受 講 者  お申込みコースに (○印)をご記入ください 

① お名前  

（  ）セットコース（全コース受講） 

（  ）貿易取引＜基礎＞コース 

（  ）貿易取引＜輸出入実務者＞コース 

部署  役職  （  ）貿易取引＜海外進出＞コース 

E‐mail  （  ）海外取引＜経営者＞コース 

② お名前  

（  ）セットコース（全コース受講） 

（  ）貿易取引＜基礎＞コース 

（  ）貿易取引＜輸出入実務者＞コース 

部署  役職  （  ）貿易取引＜海外進出＞コース 

E‐mail  （  ）海外取引＜経営者＞コース 

＊「受講者」欄が不足する場合は、適宜コピーのうえお申込みください。 

＊ご記入いただきました個人情報は、当事業実施に必要な範囲において利用させていただきます。 

<FAX 送信先> 089-947-3126      <E メール> ii@jemcci.jp 

申込み締切：各コース開始日の３営業日前 


	令和元年度【2019.8.20最終改訂案】 

