
 

 

令和２年度 『国際ビジネス支援講座』  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日時  令和 2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 5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」(10/22)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〈輸入申告価格算出〉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。 

尚、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、オンライン（zoom）開催へ

変更させていただく場合がございます。変更となった場合は HP への掲載と、担当者よりご

連絡させていただきます。 

〈お問合せ・お申込み〉 

松山商工会議所 地域振興部 TEL：089－941－4111 FAX：089－947－3126 

TEL:089－941


開催日時 令和２年10月22日（木）  9:30～17:00 開催日時 令和２年10月29日(木)　 9:30～17:10 開催日時 令和２年11月9日（月）　 9:30～17:00 開催日時 令和２年11月12日（木）　 9:30～17:00

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
・取引先開拓から成約
・物流、通関実務
・決済、貿易金融
  を実務に即して解説

コースのポイント

輸入者のための輸入申告価格の算出方法と課税価格
の考え方等について解説

コースのポイント

・パンデミック経済危機を乗り切る国際ビジネス戦略
　と、近年注目のSDGｓ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

（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

　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

9:30～12:00

9:30～10:45

　第2講座 　第2講座 　第2講座

11:00～12:00 10:45～12:00 13：00～15：30

　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5講座 　第3講座 　第2講座

15:10～16:10 15：40～17：:00 13:00～17:00

　第6講座

16:10～17:10

◆各種機関の海外事業支援策について
 ・ジェトロ愛媛
 ・ＪＩＣＡ四国
 ・ 日本政策金融公庫
 ・中小企業基盤整備機構
 ・ INPIT愛媛県知財総合支援窓口
 ・えひめ産業振興財団
 ・愛媛大学

◆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

◆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

◆「輸出/輸入申告価格の算出方法」を知る必要性

◆輸出/輸入申告価格、関税算出方法の基礎知識

◆課税価格の考え方

◆関税評価の事例と演習

◆課税価格の誤申告のペナルティーと修正申告

◆貿易ビジネスに生かすSDGs

・SDGｓとはなにか？
・貿易担当者レベルで考えるSDGｓ導入
・貿易ビジネスでのSDGｓの導入事例

◆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

　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

9:30～12:00
「パンデミック経済危機を乗り切る国際ビジネス戦略を考
える」
～世界に広がるＦＴＡの活用とSDGｓへの対応～

◆コロナウイルスの通商への影響と景気動向
・2020年の貿易動向と主要国の21年景気見通し
・企業 が 直面する通商上の課題、問題
・今後予想されるサプライチェーンの変化

◆パンデミック経済危機でも前進する世界のＦＴＡ
・今 注目のFTA 自由 貿易 協定
・メガＦＴＡによる新ビジネス・モデルへの期待
・これからの国際ビジネス環境と企業の進化

◆サプライチェーンの見直しとFTAの有効性・課題
・パンデミック前提の企業のニューノーマル
・サプライチェーン変更におけるFTAの有効性と課題
・課題克服のために企業がなすべきこと
・自己証明制度の活用と仲介貿易

◆SDGｓ（持続的開発ゴール）と 国際ビジネス
・企業におけるSDGs戦略とは
・先進的環境ビジネスの動向と市場規模
・グローバル・ニッチ・ トップ・ビジネスとは

◆むすび：愛媛県企業にとってのＦＴＡとSDGｓ

◆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

令和２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＜輸入申告価格算出＞コース



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２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＜輸入申告価格算出＞コース 

E‐mail  （  ）海外取引＜経営者＞コース 

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＜輸入申告価格算出＞コース 

E‐mail  （  ）海外取引＜経営者＞コース 

オンライン（zoom）開催に変更となった場合 （  ）受講できる （  ）受講できない 

ご意見等  

＊「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。 

 

注意事項 

お申込みいただいた参加者情報、事業実施後のアンケート結果は、共同主催者であるジェトロ、愛媛県産業貿易振興協会

と共同利用させていただきます。なお、提供いただいた情報の取り扱いには十分に留意し、下記目的以外には使用いたし

ません。 

・共同利用する個人情報の項目：ご所属、お肩書、ご氏名、メールアドレス、電話番号、FAX 番号 

・共同利用者：ジェトロ、愛媛県産業貿易振興協会 

・共同利用の目的：事業運営、成果共有及び今後の事業案内のため 

・共同利用について責任を有する者：ジェトロ、愛媛県産業貿易振興協会 

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

申込み締切：各コース開始日の 5 営業日前 


