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　明けましておめでとうございます。

　皆様方には、お健やかに平成30年の新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。

　私共商工会議所は、全国に515、県内には９カ所に所在しており、地域経済の活性化と中小企業の活

力強化に向けた各種事業を積極的に展開しておりますが、当連合会におきましては、本年も引き続き県

下商工会議所との連携を強めながら、地域総合経済団体としての使命を果たしていく所存でございます。

　さて、ご承知のとおり我が国は少子高齢化に伴う人口減という構造的な課題に直面しており、今後も

国内市場の縮小が予測されております。一方、成長するアジア諸国を中心に海外市場は拡大傾向にあ

り、今後県内の中小企業が存続発展するためには、海外マーケットへのビジネス展開が重要な課題と

なっております。加えて、訪日外国人旅行客の増加を背景に、製造業のみならず小売業・サービス業に

おいても海外需要を取り込む絶好のビジネスチャンスが到来していると言えます。

　このような状況の下、当連合会では、平成25年度よりインドネシア、タイ、ミャンマー、フィリピン

へと経済視察団を派遣し、現地の最新ビジネス情報を収集するとともに、愛媛県と連携した商談会を通

して、多くのビジネスパートナーの発掘に努めております。今年度も今月16日、堅調な経済成長を維持

しているベトナムに向けてミッションを派遣しますが、このミッションにおいても多くの成果が得られ

ることを期待しております。

　また、県下の商工会議所では、従来から原産地証明書をはじめとする各種貿易関係証明書の発給事業

や愛媛県産業貿易振興協会、ジェトロとの共催による貿易実務・海外リスクマネジメントセミナーの開

催、グローバル人材の育成や外国語講座など、様々な形で会員企業の海外ビジネスを積極的にサポート

しておりますが、今後も会員ニーズに即応した支援事業を展開したいと考えております。　　

　ご案内のとおり、TPPは昨年11カ国による新たな枠組みが大筋合意されました。残念ながら米国の離

脱を受けて一部の項目が凍結されておりますが、グローバルな貿易や投資のルールづくりを主導するも

のであり、県内中小企業等の今後のビジネスや海外展開において大いに影響するものと考えます。

　当連合会では、こうした経済連携協定や国内外の経済の動向などを見据え、愛媛県産業貿易振興協会

はじめ、愛媛県、ジェトロなど関係機関との連携を一層強めながら、地域中小企業の販路拡大や投資促

進を積極的に支援して参りたいと存じます。

　本年も引き続き、ご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。

愛媛県商工会議所連合会
会　頭　佐伯　　要

県内中小企業の海外ビジネス展開と
商工会議所の役割
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　経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機
構（以下、中小機構）は、日本の優良な中小企業と各国
の支援機関が推薦した信頼できる企業が登録し、企業
間の自由な情報交換を通じて新たなビジネスチャンスを
獲得するためのマッチングサイトを立ち上げています。
　このサイトは、“J-GoodTech（ジェグテック）”との
名称ですが、当協会も支援機関として同サイトに登録し
ていますので、概要について以下ご紹介いたします。

１．J-GoodTech（ジェグテック）とは
　中小機構では、登録企業が数多くの海外企業や日本
の企業に情報を発信し、最適なビジネスパートナーを
見つけて、製品開発や新規取引に結び付けられるよう
支援する、としています。
　登録企業は中小機構が厳選した日本企業のほか各国
の支援機関（政府機関等）によって推薦された信頼性
の高い企業であり、製造業、卸売業、サービス業など
国内中小企業約4,800社、海外企業約2,500社におよびま
す。また、ジェグテックパートナー企業として大手企業
約350社も登録されています｡
　本サイトを通じて、自社製品や技術情報のプロモー
ション、ニーズに合わせた企業情報の検索ができるだ
けでなく、各企業との直接の情報交換や技術提案も可
能であり、さらに中小機構のコーディネーターによる
マッチングサポートも行われています。

２．サービスとメリット
　本サイトへの登録・活用については、以下のような
サービスやメリットがあります。
⑴　自社の技術やサービス情報の発信
　本サイト内に自社の専用ページを持ち、自社の製品
や技術、サービス等について国内外の登録企業に対し
て発信（アピール）することができます。
⑵　ビジネスパートナー企業の発掘
　本サイト登録企業の製品や技術、サービス等に関する
情報を検索して、販路開拓のほか、技術提携や共同開発、
生産委託などのパートナーを探すことができます。
　また、登録企業は、中小機構ほか海外の政府機関を
含む各支援機関が選定した日本国内の大手・中小企業
や海外企業など信頼度の高い企業です。
⑶　企業間の自由な情報交換
　本サイトの「情報ボード機能」や「ビジネスコミュニ
ケーションボード機能」を通じた登録企業間での自由な
コミュニケーションにより、各種情報交換や技術提案の
ほか、事業提携や共同開発等の呼びかけも可能です。

⑷　利用料は無料
　本サイトでのサービスは無料です。
⑸　コーディネーターによるサポート
　本サイトでは、ビジネスマッチングをサポートするた
めのコーディネーター（専門家）を全国に60名配置して
おり、それぞれ専門知識を活かして登録企業の商談や
情報交換に関するサポートを行っています。

３．J-GoodTech（ジェグテック）への登録
　本サイトへの登録については以下の要領で募集して
います。
⑴　対象企業
　事業連携等による事業拡大、海外事業展開、海外マー
ケット開拓等に意欲がある中小企業
⑵　対象業種
　①�製造業�：製造業もしくは情報サービス業としての
固有の技術を持っている中小企業

　　（製造企画関連、ソフトウェア関連含む）
　②流通業�：卸売業（生産財、消費財）、専門商社
　③サービス業：対事業所向けサービスを営む企業で
　　・主に「モノ」を対象とするサービス業
　　　（貨物輸送、倉庫・保管、据付・修理・保全等）
　　・主に「情報」を対象とするサービス業
　　　（情報処理、人材確保・活用、販売促進・広告等）
　※�一般消費者向け取引（BtoC）、金融、保険、賃貸、人材派遣、コ

ンサルティング等は対象外。

４．J-GoodTech（ジェグテック）詳細情報
　本件については、下記サイトをご参照ください。

J-GoodTech（ジョグテック）HPより

・J-GoodTech（ジェグテック）Webサイト
　https://jgoodtech.jp/pub/

世界の信頼できる企業をつなぐ
ビジネスマッチングサイト

“J-GoodTech（ジェグテック）”
愛媛県産業貿易振興協会

（注）�本稿は、当協会が独立行政法人中小企業基盤整備機構の公表資
料やホームページ等を参考として作成したものであり、文責は
当協会にあります。
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　日本の魅力ある商品やサービスの海外需要開拓に関
連する支援・促進を行うために設立された官民ファン
ドのクールジャパン機構（㈱海外需要開拓支援機構）
は、欧州で日本食文化の魅力を発信する飲食・小売事
業に取り組むため、英国で日本食品から生活雑貨や書
籍等まで取り扱っている“Japan�Centre�Group�Ltd.”
とともにジョイントベンチャーを設立して出資するこ
とを決定しました。同機構は、『本事業を通じて地域
の優れた食材・商材の海外進出を支援するとともに、
世界有数の情報発信拠点であるロンドンにおいて本事
業を展開することで、世界の人々の日本食文化に対す
る理解が促進されることを期待する』としています。

Japan Centre 店舗（HPより）

　本事業では、ロンドンで約40年間にわたり日本食に
関するビジネスを幅広く展開し、現地ビジネスに精通
するとともに、現地および日系企業とのパートナー
シップを構築して日本食文化を紹介している先駆け
的な存在である“Japan�Centre�Group�Ltd.”（ジャパ
ンセンター）とともにジョイントベンチャー“Ichiba�
UK�Limited”を設立し、ロンドンにおいて日本食の
定番メニューをオープンキッチン形式で提供する飲食
コーナーや日本各地のユニークな食材・商材を販売す
る物販コーナー、さらに日本食材を使った調理デモン
ストレーションやプロモーションなどが一体となった
賑わいのある日本食体験の空間を創出して、「見る・
食べる・感じる」を通して四季ある日本の豊かな食文
化の魅力が体感できる場を作る、としています。
　また、本事業を通じて、これまで英国での事業に踏
み切れなかった日本の中堅・中小企業と、より多彩な
地域の食材や商材を発掘したいジャパンセンターの両
者のニーズを繫いで、優れた食材や商材の海外進出を

支援するとしています。
　現在、ロンドン西部の大規模ショッピングモール
“Westfield�London”内に、今年３月の開業を目指し
て欧州最大規模の日本食フードホール“Ichiba”の開
設準備中です。
　また、クールジャパン機構では、将来的には英国の
みならず、欧州各国で同様の取組を行うことも視野に
入れて事業展開するとのことです。

“Ichiba” in Westfield London

　ジャパンセンターでは、すでに愛媛の食品も一部定
番商品として取り扱われていますが、クールジャパン
機構では、これまで英国など欧州各国との取引関係が
ない日本各地からも多彩な地域の食材・商材を発掘し、
ジャパンセンターのニーズと繫ぎ、より多くの優れた
日本の食材・商材の海外進出を支援したいとしており、
国内企業からの照会にも応じるとしています。

【参考】
①クールジャパン機構
　�　ロンドンにおける日本食文化の魅力を発信する飲食・小売
事業へ出資

　－賑わいのある日本食体験の空間を創出－
　（広報担当：TEL�03-6406-7500）
　https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/vol23/
②Japan�Centre�Group�Ltd.（ジャパンセンター）店舗情報
　https://www.japancentre.com/ja/stores
③Westfield�London
　https://uk.westfield.com/london

ロンドンでの日本食文化を発信する
体験空間創出と日本からの食材発掘

愛媛県産業貿易振興協会

（注）�本稿は、当協会がクールジャパン機構からの聞取りのほか、公
表資料や関連ホームページ資料等を参考として作成したもので
あり、文責は当協会にあります。



5

　昨年11月、経済産業省とジェトロ愛媛、松山商工会
議所が主催し、四国経済産業局や愛媛県のほか当協会
を含む関連機関等が共催した「安全保障貿易管理」に
関する説明会が開催されました。近年の北朝鮮との緊
張の高まりなどを背景として注目されます、この「安
全保障貿易管理」について同説明会の内容も踏まえて
ご紹介いたします。

【安全保障貿易管理とは】
　生物兵器の原料となる細菌など軍事目的に転用され
る恐れのあるような、先進国が保有する高度な貨物や
技術が大量破壊兵器等（核兵器、化学・生物兵器及び
これらの運搬手段としてのロケットや無人航空機）が
通常兵器などの開発を行っているような国やテロリス
ト集団などに渡った場合、国際的な脅威となり情勢が
不安定化する可能性があります。このような事態を未
然に防ぐために、先進国を中心とした国際的な枠組

（国際輸出管理レジーム）によりこれらの高度な貨物
や技術について輸出管理を推進しており、わが国にお
いては外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づいて
輸出管理等を行っています。
　安全保障貿易管理は、国際的な平和及び安全を維持
するための重要な手段のひとつとなっており、日本を
含む国際社会が一体となって取り組んでいるものであ
り、日本にとっても他国やテロリストから攻撃を受け
ないようにするための方策の一つとしています。

【安全保障貿易管理制度の概要】
　わが国では、国際輸出管理レジームを踏まえて貿易
管理を行っていますが、具体的には規制対象となる貨
物の輸出や技術の提供について経済産業大臣の許可制
になっており、下表のようなリスト規制とキャッチ
オール規制により規制されています。

セミナー報告「安全保障貿易管理説明会」
愛媛県産業貿易振興協会

リスト規制

キャッチオール規制

大量破壊兵器等
（平成 14 年 4 月～）

通常兵器
（平成 20 年 11 月～）

規
制
対
象

政省令で定める品目
武器、機微な汎用品（原子力、
生物・化学兵器、ミサイル
関連品目、先端技術、工作
機械、等）

リスト規制品目以外の全品目
（食品、木材等を除く）

対
象

地
域 全地域 下記（A）を除く全地域 下記（B）の国 下記（A）及び（B）を除く

全ての国（C）

許
可
が
必
要
と
な
る

要
件 －

大量破壊兵器等の開発等に用
いられるおそれがある場合
１. 経産大臣からの通知
２. 輸出者の判断
　①輸入先等の用途
　②�輸入者・需要者の核開
発等への関与

通常兵器の開発等に用いら
れるおそれがある場合
１. 経産大臣からの通知
２. 輸出者の判断
　①輸入先等の用途

通常兵器の開発等に用いら
れるおそれがある場合
１. 経産大臣からの通知

A各国際輸出レジームに参加し、輸出管理を厳格に実施している国（=ホワイト国）【計27カ国】輸出令別表第３
　�アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フラン
ス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク､ オランダ、ニュージーランド、ノ
ルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

B国連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等の輸出が禁止されている国【計10カ国】輸出令別表第３の２
　アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、エリトリア、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン
C上記A、Bに記載以外のすべての国
　イラン、シリア、中国、ロシア、ウクライナ、トルコ、パキスタン、ミャンマー�等
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【リスト規制】
　リスト規制とは、輸出しようとする貨物が、輸出貿
易管理令（輸出令）・別表第１の１～15項で指定され
た軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する
場合、または提供しようとする技術が外国為替令（外
為令）・別表の１～15項に該当する場合には、貨物の
輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に
経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
　規制の対象となる貨物や技術は以下のように分類さ
れてリストアップされており、各規制品の技術的仕様
については「貨物等省令」（輸出貿易管理令別表第１
及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定
める省令：通商産業省令第49号）に記載されており、
輸出する貨物や技術のスペックが当該仕様に該当する
かどうかの判定（該非判定）を行わなければなりません。

【キャッチオール規制】
　リスト規制品以外であっても、輸出しようとする貨
物や提供しようとする技術が大量破壊兵器等の開発や
製造、使用、貯蔵、もしくは通常兵器の開発、製造、
使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った
場合や経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知
（インフォーム通知）を受けた場合には、当該貨物の
輸出または技術の提供にあたって経済産業大臣の許可
が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオー
ル規制」と呼ばれています。
　したがって、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、
リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確
認を行う必要があります。
　キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオー
ル」と「通常兵器キャッチオール」の２種類からなり、
客観要件とインフォーム要件の２つの要件により規制
されています。この２つの要件のどちらかに該当する
場合は、許可申請が必要となります。
◎対象となるもの
　リスト規制に該当しない全品目
　（ただし、食料品、木材等は除く。）
◎対象となる地域
　�輸出管理を厳格に実施している27カ国（ホワイト国）
を除く地域。

◎許可が必要となる要件
　①インフォーム要件（経済産業省による判断）
　　�経済産業大臣より輸出許可申請をするよう通知を
受けた場合

　②客観要件（輸出者による判断）
　Ａ．用途要件
　　�　日本から輸出されたものが、最終的に輸入先等
において、大量破壊兵器の開発等に使用されるお
それがあるか否か。

　　�　ただし、通常兵器の用途確認については、以下の
国連武器禁輸国向けの輸出に限り確認が必要。

　　※�国連武器禁輸国・地域（10カ国・地域�2017年８月現在）
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エリトリ
ア、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン

　Ｂ．需要者要件（顧客）
　　�　日本から輸出されたものを受け取る者や最終的
に使用する者（輸入者、需要者）が、大量破壊兵
器等の開発等を行っているか、または行っていたか。

　　※�経済産業省が大量破壊兵器等の開発等への関与が懸念
される企業・組織を公表している“外国ユーザーリスト”
に掲載されている先については特に注意が必要。

※�キャッチオール規制の詳細は、以下の経産省HPを
参照。
　http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html

◎規制品の分類

①武 器 鉄砲、軍用細菌製剤、軍用探照灯等

②原 子 力 核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電
源装置等

③ -１化学兵器 毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、
ポンプ、反応器、貯蔵容器等

③ -２生物兵器 細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過
器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等

④ミ サ イ ル ロケット、無人航空機に使用できる集積
回路、加速度計、振動試験装置等

⑤先 端 材 料 超電導材料、有機繊維、セラミック複合
材料等

⑥材 料 加 工 数値制御工作機械、ロボット、測定装置
等

⑦�エレクトロ
ニクス

高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体
基板、周波数分析器等

⑧コンピュータ 高性能電子計算機

⑨通 信 関 連 暗号装置、特殊な通信装置等

⑩�セ ン サ ー・
レーザー

センサー用光ファイバー、光学機器、特
殊カメラ等

⑪航 法 関 係 慣性航法装置、衛星航法システムからの
電波受信装置等

⑫海 洋 関 連 潜水艇、水中用ロボット等

⑬推 進 装 置 ガスタービンエンジン、人工衛星、無人
航空機等

⑭そ の 他 粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等

⑮機 微 品 目 電波の吸収材、水中探知装置等
（出所：安全保障貿易管理ハンドブック2017年（第９版）経済産業省）
※�詳細は、以下の経済産業省サイトにて、貨物・技術の各マ
トリクス表を参照。
〇貨物・技術のマトリクス表
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
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【審査手続の流れと該非判定】
　輸出や技術提供する者は、以下の要領で該非判定や
取引審査など適切な手続きが必要です。

　また、必要に応じて以下の要領で「該非判定書」の
入手や発行を行います。

【外為法に基づく輸出等の許可】
　規制に該当する貨物の輸出や技術を提供する際に
は、事前に許可を取得する必要があります。
１�．対象貨物や技術がリスト規制に該当するか否かを
確認する。（該非判定）
２�．リスト規制に該当しない場合、以下に該当するか
否かを確認する。（用途要件、需要者要件）
　①大量破壊兵器等キャッチオール規制
　　用途や需要者に懸念があるか否か。
　②通常兵器キャッチオール規制
　　用途に懸念があるか否か。
３．輸出許可申請を行う。
　①上記１、２に該当する場合
　�　必要な書類を準備して、窓口（経済産業省本省また
は経済産業局・通商事務所）に輸出の許可申請を行う。
　　※許可申請方法
　　　・窓口への書類持参
　　　・窓口宛に郵送
　　　・電子申請（NACCS�貿易管理システム）
　②上記１、２に該当しない場合
　　輸出許可申請は不要。

【輸出者等遵守基準】
　業として輸出・技術提供を行う者（輸出者等）は、
輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出・技術提供を
行う必要がある。（外為法第55条の10第４項）
　安全保障上機微な特定重要貨物（リスト規制品）等
を扱う輸出者等にあっては、以下の１、２の基準を遵
守する必要がある。
　特定重要貨物（リスト規制品）等を扱わない輸出者
等は、以下の１の基準のみを遵守する必要がある。
１．輸出者等の遵守基準
　①�輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか
否かを確認する責任者を定めること。

　②�輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の
周知、その他関係法令の規定を遵守させるための
必要な指導を行うこと。

２．リスト規制品輸出等の遵守基準
　①組織の代表者を輸出管理の責任者とする。
　②�組織内の輸出管理体制（業務分担、責任関係）を
定めること。

　③該非確認に係る手続きを定めること。
　④�リスト規制品の輸出等に当たって用途確認、需要
者確認を行う手続きを定め、手続きにしたがって
確認を行うこと。

　⑤�出荷時に、該非を確認した貨物等と一致している
か確認を行うこと。

　⑥�輸出管理の監査手続きを定め、実施するよう努め
ること。

　⑦�輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努
めること。

　⑧�輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努める
こと。

　⑨�法令違反したとき及び法令違反したおそれがある
ときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再
発防止のために必要な措置を講ずること。

※�経済産業大臣は、基準に従い指導や助言をし、違反があった
場合は勧告・命令を行うことができる。

【違法輸出に対する罰則】
　規制対象になる物や技術について許可を取得せずに
輸出・提供した場合は、法律に基づいて刑事罰や行政
制裁が定められているとともに、組織のイメージ悪化
や信用失墜、株主訴訟などの社会的制裁を受ける可能
性があります。

【詳細情報及び申請・相談窓口】
　安全保障貿易管理に関する詳細情報や相談・申請に
ついては以下をご参照ください。
・安全保障貿易管理�Export�Control（経済産業省HP）
　http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
（注）�本稿は、当協会が標記セミナー聴講や関連資料、経産省ホームペー

ジ等を参考として作成したものであり、文責は当協会にあります。
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１．ご挨拶
　私は平成28年４月に四国支店に着任しました。松山
に住むのは初めてでとても不安がありましたが、松山
の方々の温厚な人柄、温暖な気候、そして魚がおいし
い！と熱烈な松山ファンになりました。
　さて当社ですが「やまきゅう」とよくいわれますが、
「さんきゅう」です。社名の由来は「ありがとう」と
言う感謝の心からきており、「人を大切にする心」を
基本理念としてかかげています。これに創業時の営業
基盤となっていた「山陽」と「九州」をかけあわせ「山
九」となりました。
　弊社は物流のイメージが強いですが、工場のメンテ
ナンス事業（機工）、お客さまの構内操業を融合させ
たユニークな会社です（山九ユニーク）。
　これからもお客さまのベストパートナーとして、世
界で選ばれるNO.１アウトソーサー企業を目指して
チャレンジを続けていきますので、応援よろしくお願
いいたします！
２．概　要
本 社： 東京都中央区勝どき６丁目５番23号
四 国 支 店：愛媛県松山市三津町２丁目４番23号
創 立：大正７年（1918）10月１日
代 表 者：中村　公大  代表取締役社長
資 本 金：286億19百万円
事 業 所：�国内支店41、国内会社51、海外現地法人43、

駐在員事務所１
従 業 員：�全国 11,417名（海外含む 連結31,595名） 

2017年３月現在
売 上 高：�3,710億62百万円（連結5,100億27百万円）

2017年３月期

事 業 内 容：�プラントの企画段階から、設計・建設・
重量物輸送・据付・試運転迄のトータル
サポート。お客さまの操業支援と設備メ
ンテナンス・調達・生産・販売までの各
種物流（構内・輸出入・３PL・危険物等）
の全てをお任せいただけるサービスを提
供致します。

３．四国での業務内容
　当四国支店は、松山港を拠点にして、今治・新居浜・
高松・徳島・高知港をカバーする四国の基幹店として、
国際輸出入業務、国内物流・機工関係のサービスを提
供しております。
⑴　海上輸送/代理店業務
　シノコー（長錦商船）、SITC、愛媛オーシャンライ
ンのコンテナ船代理店業務をしております。松山港か
ら中国・韓国・台湾・東南アジアをメインに全世界へ
の貿易業務を支援しています。
⑵　輸出入・通関業務
　輸出入業務に必須の通関業務（税関官署への代理申
請）を国家資格の専任通関士が行っています。
AEO※（Authorized�Economic�Operation）認定業者
として、お客さまの貨物のセキュリティーとコンプラ
イアンスを確保しています。
※�AEO制度とは、国際貿易のセキュリティ管理と法令順守が整
備された事業者に対して税関当局が認定した優遇制度です

⑶　物流業務
　パートナーの愛媛海運㈱との協業による内航輸送・
港湾荷役作業・輸配送・倉庫保管業務を行っています。
（保税蔵置場許可も取得しています）
　輸送は、コンテナ・トラック・混載（一般貨物・冷

西山　富士弥
四国支店長・愛媛海運社長

会 員 紹 介
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蔵冷凍・危険物・航空貨物も含みます）
　★愛媛海運株式会社
　　（本社）�松山市三津２丁目４番23号
　　（外港事務所）�松山市海岸通1455-１
　　（愛媛国際物流ターミナル：I-LOT内）
　　 松山市大可賀３丁目150番１

愛媛海運 外港保税倉庫

アイロット（総合保税地域）内の倉庫

４．当社の沿革
【創業から成長】
◦1918年　創　業
　�創業者中村精七郎、磯部組から山九運輸株式会社に
改称。

◦1930年　構内作業
　�日本石油下松製油所建設に協力、構内荷役業者指名
を獲得。

◦1954年　戦後初のプラント輸出
　�戦後初のユーゴスラビア向けプラント輸出で、梱包・
通関・本船積まで受注。

◦1964年　高炉建設・改修工事
　八幡製鐵所第一高炉建設を受注。
【海外への飛躍】
◦1971年　グローバル化原点
　�社として初めて海外現地法人をシンガポールに開
設。

◦1972年　海外プラント工事
　�山九ブラジルによるウジミナス製鉄所の構内作業を
運営。

◦1979年　中国事業進出
　中国宝山製鉄所向け出荷を開始。
◦1979年　重量物輸送技術
　�プラントのモジュール化に対応した重量物輸送ユ
ニットドーリー導入。

【山九品質向上】
◦2003年　革新的高炉改修技術
　�川崎製鉄所株式会社、川鉄マシナリー株式会社とと
もに受賞。

◦2010年　物流最適化拠点
　�首都圏物流センター業務ネットワーク物流の中核基
地が完成。

◦2011年　総合メンテナンス拠点
　山九メンテナンスセンター完成。
◦2013年　海外メンテナンス事業
　�サウジアラビアから長期の大型メンテナンス契約を
受注。

５．社　訓
　最後に弊社の社訓を紹介させていただきます。山九
社員は毎朝唱和して仕事をする上での行動規範にして
います。

「公言実行」
　目標を高く掲げ、それを公にして、それに向かって
最大限の努力を惜しまず、実行しなさいということです。

「自問自答」
　たえず相手の立場にたって物事を考えるというこ
と。そうすると独りよがりにならず、物事の正しい姿
が見えてくるということです。

「感謝」
　自分を取り巻く様々な人たちに常に感謝の念を忘れ
てはならないということです。我が社の社名の由来に
もなっています。

ご安全に！
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１．はじめに

　私がここ米国ニューヨークで駐在を開始し、2016年
11月の全世界に衝撃が走った米大統領選挙を目の当た
りにした日から、早１年超が経過しました。トランプ
米大統領も昨年11月８日をもって就任丸１年を迎え、
米国における政情は少しは落ち着きを見せるのかと思
いきや、依然として話題には事欠かないといった日々
が続いており、良い意味でも悪い意味でも翻弄されて
いると言えます。

ヒビが入っている!? “Trump’s America”
（2017年７月１日号「The Economist」表紙より）

２．説得技法“ツイート”

　まず、連日のように、いやほぼ毎日欠かさず発信さ
れているトランプ米大統領自身のツイート。今やフォ
ロワー数は3,200万人を超え、情報発信力は絶大なもの
となっています。昨年６月には、トランプ氏の地元で
あるニューヨーク市マンハッタン区で、ツイッターで
の情報発信を得意とする彼にちなんだ「大統領ツイッ
ター図書館」1までオープンしました（３日間限定）。

　このトランプ氏のツイートについて、ある米有力紙
は次のように分析しています。――“商品の選択肢は
AかBかとお客に考えさせることで、どちらかを買う
ことは決定済みだと思わせるような説得術をトランプ
氏は用いている”――これは、彼のツイートが、ある
前提条件を既成事実だと思い込ませていることにあり
ます。
　一例として、トランプ氏が米大統領選挙で国境の壁
建設費用をメキシコに支払わせると主張したとき、誰
が壁の費用を支払うべきかと考えている時点で、私た
ちはすでに壁が存在することを想定していることにな
ります。そうなれば、壁が存在すべきだと説得するこ
とは難しくなくなります。
　トランプ氏がツイートに加味することが多いのは
“少しだけ間違っている感じ”のようです。だからこ
そ、目をそらすことが難しい。例えば、トランプ氏に
批判的なある著名人が、自身のことを「白人至上主義
者」だと呼びました。これに対し、ツイートでしっぺ
返しをすることは、国民の期待する大統領のあるべき
姿からは当然逸脱しています。だからこそ、面白みが
増し、記憶にも残るのです。こうした誤りが私たちの
心に引っかかるように、トランプ氏はツイッター上で、
長年にわたって決して度を越すことなく、わずかな範
囲で有効な誤りを巧みに操っていると言えます。これ
が本当に彼の持つテクニックだとしたならば、それは
ツイートという環境下において、戦略的な誤りとして
ジェット燃料ほどの効果を生み出しているに違いあり
ません。

トランプ米大統領のツイートには待ったなし!?
（2017年６月24日号「The Economist」より）

米大統領就任１年
～トランプ劇場の幕は果たして～

株式会社伊予銀行
ニューヨーク駐在員事務所

所長　髙橋　将人

１：�米人気テレビ番組の企画で、任期中の公務に関する資料保存の
ため、歴代の米大統領が自身の出身地に建設してきた「大統領
図書館」のパロディー。トランプ氏の膨大なツイートを、“常に
最高”、“ツイート指揮官”、“悲惨！回顧主義”など、テーマご
とに分けて展示した。

ASEANの現場から

株式会社愛媛銀行
東アジア・アセアン経済研究
センター（ERIA）出向

　　　　　 山本　一章

海 外 ビ ジ ネ ス
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　もちろん、トランプ氏を支持する人たちは、これらの
ツイートをある一定のレベルでジョークとして理解し、
現代版ユーモアとして受け入れていますが、一方で、
批判的な人たちは決してユーモアなど求めておらず、ま
たそこにユーモアがあることさえも気付いていません。
　彼が連発するニックネーム“ロケットマン（北朝鮮
の金正恩氏を指す）”にも象徴されるように、こうし
た意図的にユーモアを込めたツイートこそが、彼の非
常に強力な説得の技法であり、人々の記憶に刻まれな
がら、一定の効果を生み出しているのです。今後彼の
ツイートに注目する際、怒りによる反射的なはけ口に
過ぎないものとだけ捉えるのではなく、別の角度から
も注目してみると、もしかしたら彼の真髄が少しずつ
垣間見えてくるかもしれません。

３．さすがトランプ!?

　“世間は固唾をのんで私の決定を待っている”――
最近、私が最も関心を寄せた動向の一つとしては、昨
年11月の「米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議
長人選」でした（ジェローム・パウエル氏）。トラン
プ米大統領は、この人選において小出しにリークし、
ショー番組さながらの“劇場”とも言える選考プロセ
スを辿っていきます。過去の政権では、人選は非公開
で行われ、指名が決まった段階で明らかになるケース
がほとんどでしたが、全世界に注目されるFRBのトッ
プ人事を巡り、ドラマを巧みに演出。“今後２、３週
間で決断する”、“候補者は２人、いや３人だ”などと、
具体的な候補者の名前を挙げて選考の途中経過を公表
しました。人選が大詰めを迎えた同年10月末には、議
長人事に関する発言の一部をテレビ放送前に動画共有
サイトに投稿し、番組予告として自身への関心を集め
るという、かつてのショー番組司会者らしい演出まで
見せました。当然、メディアが伝える最有力候補は連
日のように入れ替わり、観測の報道は過熱され、関係
者はもちろん、一般の人たちみなが翻弄されたと言え
ます。これは、当初掲げていた数々の看板政策の停滞
などによる政権の苦境から、世間の関心をそらす狙い
も透けて見えましたが、ある米有力紙では“人選にサ
スペンスと芸能要素を取り込んだ”と総括していまし
た。今回の出来事は、政権運営において、独自性を出

すことに強くこだわる彼そのものが前面に押し出され
た格好を示しており、“自分の色を付けたい。オバマ
前政権の名残は抹消する”という本音が映し出された
と感じました。

４．史上最低の裏側で

　そんなトランプ米大統領ですが、ここで現在の彼に
おける支持率を振り返ってみましょう。
　就任直後の支持率は45％でしたが、昨年11月時点で
は37％と、当選から１年が経過した時期の大統領支持
率としては、過去70年間で最低となっています（不支
持率は59％）2。また、就任直後、共和党員からは89％
と“史上最高”、一方で民主党員からは13％と“史上
最低”の支持率だった同政権は、党員別においても
ギャップが最大のなかでスタートしました。彼が率い
る共和党政権は現在、果たして岐路に立たされている
のでしょうか。
　有権者の一部には変化が見られるものの、型破りな
政治姿勢を支持する声が依然として根強いことも事実
のようです。私が知る周囲の人からは、“トランプ氏は、
取り残されたと感じていた中間層の労働者に目を向け
ている。クリントン氏は高・低所得層の話しかしてい
ない”との指摘も聞きました。ただ一方で、不法移民
ら“米国第一”主義に翻弄される人々からは、悲鳴に
似た声も上がっていると言えます。ある一人はこう言
いました。“私には声がない”と。

５．彼の功績!? 止まらない株高

トランプ米大統領は果たしてタカ派容認か!?
（2017年11月11日号「The Economist」表紙より）

２：�米紙ワシントン･ポスト、ABCテレビとの合同世論調査結果に
よる。
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　さて、続いて米国景気についてですが、米国企業の
堅調な決算が好感され、NYダウ（ダウ工業株30種平
均）が続伸しており、史上最高値が次々に更新されて
います。昨年11月には、初めて２万4,000ドルの大台
も突破しました（30日終値）。昨年１月に２万ドルを
突破して以来、約10カ月で4,000ドル超上昇したこと
になります。（※2017. 12. 15現在）
　この株高を自分の功績にしようとするトランプ米大
統領ですが、2016年11月の米大統領選挙で彼が当選し
て以来、最速のペースで上昇を続けているのは紛れも
ない事実です。彼には、この機を逃すつもりは毛頭ご
ざいません。就任以来、彼はツイートをはじめ、株式
市場の統計に繰り返し顔を出しています。投資家たち
は、経済成長の追い風になると期待されている税制改
革や、インフラ支出といった政策が依然として実現さ
れていないことに苛立ちを募らせていますが、それで
も株価は上昇を続けています。同時に、FRBもじり
じりと利上げを進めています。
　トランプ政権と市場を直接的に結び付けるのは危険
かもしれません。株式市場には、依然として楽観的な
見方も残っていますが、失望に変わる前において大事
なことは、株価上昇の一体どこまでの部分が市場の
ファンダメンタルズ（経済における基礎的条件）改善
によるもので、どこまでの部分が共和党の政策に対す
る期待を反映しているものなのかを十分に見定めるこ
とにあると思っています。

６．最後に

　今年11月には、米中間議会選挙が実施されます。下
院においては民主党が奪回し、上院は共和党が防衛す
ることで、再びねじれ議会が復活するのではないかと
いう予測が多く飛び交っており、今後ますます米国の
政権運営から目が離せません（下表参考）。

　移民政策や医療保険制度改革（オバマケア）の改廃、
税制改革による大幅減税など、選挙公約に掲げた政策
はいずれも難航を示しています。加えて、外交政策に
おいても“米国第一”コンセプトを中核に据えていま
すが、依然として全く予測不能な状況です。
　日米関係について、日本側は「米国の防衛力による
安全保障」や「TPP-11締結／貿易摩擦の回避」、一方
で米国側は「アジアにおける日本の積極関与」、「貿易
赤字の改善」が優先事項に挙げられます。また、共通
の喫緊課題として「北朝鮮危機の解決」や「中国の膨
張阻止」、そして「トップ関係の維持」が考えられる
でしょう。
　昨年11月、トランプ米大統領が訪日し、日米首脳会
談が実現しました。――今後両国の関係はより強固な
ものとなるのか？絆は果たして本物か？
　両国において、好景気が続く今だからこそ、互いの
主張もより強くなっており、これから緊密な議論がい
かに交わされるか、その真価が問われています。今後
も米国動向そして両国の関係に注目です。

ここ米ニューヨークでも日本の衆議院選挙は大きく報じられた
（2017年10月23日付「FINANCIAL TIMES」1面より）

北朝鮮への対応は最重要課題だ
（2017年８月５日号「The Economist」表紙より）

〈両党の間では、経済や社会面で異なる価値観を持つ〉
保守派 革新派

政　党 共和党 民主党

経済面
小さな政府 大きな政府
軍事支出 国内支出

ビジネス寄り 労働者寄り

社会面
銃所持の権利 銃規制
宗教の自由 LGBTの権利（性多様性）
中絶に反対 中絶の自由



13

　『産貿協』では、松山商工会議所およびジェトロ愛
媛貿易情報センターと提携して、平成29年度『国際ビ
ジネス支援講座』を開催いたしました。
　この講座は、海外における事業活動が一層活発化、多
様化しているなか、県内企業が国際ビジネスを展開して
いくために必要な人材育成の支援を目的としています。
　従来の〈基礎〉コース、〈輸出入実務者〉コースの
ほか特定テーマでは、〈英文契約書・入門編〉コース
を設定し、輸出・入契約や売買契約のポイントや演習
等を実務に即して解説いたしました。また、〈経営者〉
コースにおきましては、EPA・FTAの活用と中小企
業国際ビジネス戦略についての講座を設けるととも
に、国際ビジネスを積極的に展開されている企業経営
者の方から輸出実例紹介や海外進出実例紹介について
ご説明いただき、その後各支援機関から海外事業支援
策についてご説明いただきました。
　今回も、貿易実務のご担当者から企業の管理・経営
者の方々にまで幅広くご参加いただき、厚くお礼申し
上げます。
　以下、本講座の実施状況についてご報告いたします。

１．開催講座の内容
　今回の講座は、貿易取引の〈基礎〉コース、〈輸出
入実務者〉コース、特定テーマとして貿易取引〈英文
契約書・入門編〉コース、および海外取引〈経営者〉コー
スの４コースで構成いたしました。

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
開催日時 平成29年10月13日（金）9：30～17：00

講座内容 第１講座　貿易取引の仕組と基礎知識
第２講座　取引申込みから契約締結
第３講座　決済と金融
第４講座　輸送と通関

講　　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　 池田　隆行 氏

　主に初心者を対象としました貿易取引〈基礎〉コー
スは、株式会社グローバル・ビズ・ゲート代表取締役�
池田隆行氏に講師をお願いしました。
　本コースでは、貿易に関する基礎用語から仕組み、
各種規制や貿易制度、貿易に関する費用、輸送、通関、
決済、金融に至るまで、貿易実務を行っていくうえで
必要な知識全般にわたって、具体的で分かりやすいご
説明がありました。
　午前９時30分から午後５時までの長丁場ではありまし

たが、参加者の皆様から、貿易取引の基礎知識や実務面
での理解が一層深まった、とのご好評をいただきました。

〈基礎〉コースの講座風景

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
開催日時 平成29年10月20日(金)13：30～16：40
講座内容 第１講座　取引先開拓と各種規制への対応

第２講座　取引成約に向けた取組
講　　師 愛媛エフ・エー・ゼット㈱　アイロット事業部

課　長　山本　恵資 氏
開催日時 平成29年10月27日(金)13：30～16：40
講座内容 第３講座　物流、通関手続き

第４講座　運送業者への委託と船積書類
講　　師 日本通運㈱松山支店　営業推進センター

通関士　高市　浩 氏
開催日時 平成29年11月７日(火)13：30～16：40
講座内容 第５講座　輸出入決済と貿易金融
講　　師 ㈱伊予銀行　国際部

FTA　池内　亮 氏
講座内容 第６講座　輸入信用状開設と輸出信用状接受
講　　師 ㈱愛媛銀行　国際部

主　任　三浦　泰樹 氏

　貿易取引〈輸出入実務者〉コースは、地元企業から
商社業務や物流業務、通関業務、金融業務に携わって
いる講師をお迎えし、一般的な実務レベルの説明にと
どまらず、取引先の開拓や取引成約、輸送・通関手続
きの実態やトラブル事例、輸出入取引に係る決済等、
実践的で興味深い講義内容でした。実際に貿易実務を
担当しておられる方や、これから担当される予定の方
が中心に受講されました。
　第１、第２講座は、愛媛エフ・エー・ゼット㈱で実
際に国際物流ターミナルの管理運営、地元の地域商社
事業を担当しておられる講師から、海外の取引先開拓
と各種規制への対応、取引交渉に際しての留意点、お
よび取引成約に向けた取組みについて分りやすくご説
明いただきました。

平成29年度
 国際ビジネス支援講座の実施報告

愛媛県産業貿易振興協会
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〈輸出入実務者〉コースの講座風景

　第３、第４講座では、日本通運㈱松山支店の通関士
の方から、比較的なじみの薄い通関手続きについてご
説明いただきました。輸出貨物の梱包方法から、コン
テナ輸送の実務と輸送経路、輸出入通関時のトラブル
事例とクレーム処理、および運送・通関業者への業務
委託と連携の必要性について興味深いお話をいただき
ました。
　第５、第６講座におきましては、地元金融機関で貿
易業務に携わっている方から、貿易代金の決済方法と
仕組み、貿易関連金融の種類、為替相場変動要因およ
び輸入信用状開設と接受時の留意点、信用状に伴うト
ラブルについて具体的事例に基づいて解説いただきま
した。

Ⅲ．貿易取引〈英文契約書・入門編〉コース
開催日時 平成29年11月14日（火）９：30～16：30
講座内容 第１講座　契約交渉の流れ

　　　　　契約交渉の基本五条件
　　　　　貿易条件とインコタームズ
　　　　　入門演習−簡単な輸出契約書作成
第２講座　英文契約書の基礎
　　　　　入門事例研究及び演習

講　　師 中矢一虎法律事務所　代表
国際法務㈱　代表取締役
大阪市立大学商学部　講師
中矢　一虎 氏

　貿易取引〈英文契約書・入門編〉コースは、国際法
務㈱代表取締役とともに大阪市立大学商学部の講師も
務められ、全国各地で英文契約書はじめ海外での法律
関係についてご講演されている中矢一虎法律事務所代
表の中矢一虎氏にご講義いただきました。
　基本的な交渉の流れや交渉における基本的な原則に
関する話など輸出入取引に関する英文契約書の基礎ま
でご説明いただくとともに、さらに実践的な演習で契約
書の作成から事例研究までを具体的に指導いただく講
義となりました。
　また、講座終了後には、事前予約されていた方の個
別相談にもご対応いただきました。

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
開催日時 平成29年11月28日（火）13：00～17：00
講座内容 第１講座　メガFTA時代の中小企業国際ビジネス戦

略　−FTAで海外市場を拓く−
講　　師 ㈱アールFTA研究所

代表取締役　麻野　良二 氏
講座内容 第２講座　輸出実例紹介
講　　師 芙蓉海運㈱

代表取締役社長　野間　省一 氏
講座内容 第３講座　海外進出実例紹介
講　　師 愛亀企業グループ

グループ代表・CEO　西山　周 氏
講座内容 第４講座　各種機関の海外事業支援
講　　師 ・日本貿易振興機構（ジェトロ愛媛）

・国際協力機構（JICA四国）
・日本政策金融公庫
・中小基盤整備機構
・愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団

　海外取引〈経営者〉コースは、企業の経営者や管理
者の方々を対象にしていますが、講座中に講師と受講
者の間で積極的な意見や情報の交換がやり易いよう円
卓形式の会場で開催しています。
　まず最初に、「メガFTA時代の中小企業国際ビジネ
ス戦略」に関する講義、その後実際に海外業務に携わっ
ておられる県内企業の経営者の方から実体験に基づい
た輸出および海外進出の実例として、海外戦略（販路
開拓、生産拠点設立等）について貴重なお話をいただ
きました。

〈経営者〉コースの海外進出実例報告講座風景

　第１講座は、中小企業診断士で各種大学の非常勤講
師やジェトロが事務局となって多くの支援機関が参加
している「新輸出大国コンソーシアム」事業のエキス
パートとしても企業の海外ビジネス支援を行われる
とともに、EPAやFTAに関する専門家として、企業
への相談や講演などでご活躍されている、㈱アール
FTA研究所の代表取締役麻野良二氏に、「メガFTA時
代の中小企業国際ビジネス戦略」についてご講義いた
だきました。
　第２講座は、輸出実例紹介として芙蓉海運㈱代表取
締役社長野間省一氏から、農林水産食品の輸出取引を
中心に地域の貿易商社としての事業の立ち上げから輸
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出業務を自社業務として確立されるまでのご苦労な
ど、実体験に基づくご講義がありました。また、愛亀
企業グループ代表・CEO西山周氏からは、「インフラ
の町医者」としてカンボジアへ現地法人を設立し、道
路補修ビジネスを展開された経緯と背景、および今後
の海外事業戦略について、こちらも実体験に基づいた
貴重なお話がありました。
　第４講座では、ジェトロ愛媛、JICA四国、日本政
策金融公庫、中小基盤整備機構から海外展開支援（制
度）サービスの内容や新輸出大国コンソーシアム等に
ついての説明、愛媛県発明協会からは発明協会の知財
総合支援窓口の活用や中小企業海外展開支援施策に関
する説明、えひめ産業振興財団からは外国企業等外国
出願支援事業（補助金事業）についての説明がありま
した。

２．受講者の状況
　本講座の受講者数は以下のとおりです。

基礎コース 輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース 経営者コース

受講申込者数（注1） 38名 90名 37名 25名

うち男性 24名 48名 20名 12名

うち女性 10名 17名 10名 6名

出席者数 34名 65名 30名 18名

出席率（注2） 89.5% 72.2% 81.1% 72.0%

（注１）輸出入実務者コースは３コースの延べ出席者数
（注２）「出席者数」÷「受講申込者数」

　４コース全体で延べ190名の受講申込みがありまし
たが、当日になって仕事のご都合で参加できない方も
あり、最終的には147名（出席率は約77％）のご出席
となりました。昨年度（受講申込者147名�出席者89名）
よりも多くの方にご出席いただく結果となりました。
　貿易取引の初心者向けである〈基礎〉コースは、欠
席者４名を除き34名の方の受講、〈輸出入実務者〉コー
スは、講座を３日間に分けて実施しておりますが、前
回より増加して延べ65名の方にご出席いただきまし
た。特定テーマの〈英文契約書・入門編〉コースは、
37名の申込みに対して30名の出席となりました。
　最後に、〈経営者〉コースは、25名の申込みに対し
て18名の方にご出席いただきました。
　各コース、講座とも、日常業務の合間でのご参加と
なりますので、毎回どうしてもご出席できない方が発
生しますが、今回は前回よりも多くの方にご出席いた
だくことができました。
　今後も、講座テーマや運営方法などについて充実を
図り、より多くの方にご出席いただける内容にして参
りたいと考えておりますので、皆さまからのご意見や
ご要望など、ぜひお聞かせいただければと考えており
ます。

３．受講者のご感想、ご意見
　各コースの終了時に、アンケート調査をお願いしま
した。ご回答いただきました方々の主な内容は、以下
のとおりです。

⑴　総合的評価

基礎コース 輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース 経営者コース

大変良い 20名 16名 15名 5名

まあ良い 12名 29名 11名 9名

普通 2名 16名 0名 1名

あまり良く
ない 0名 1名 0名 0名

良くない 0名 0名 0名 0名

計 34名 62名 26名 15名

（注）〈輸出入実務者〉コースは、３日間の各講座の合計。

⑵　受講目的

基礎コース 輸出入実務者
コース

英文契約書・
入門編コース 経営者コース

現在、
業務に必要 12名 22名 15名 5名

今後、
業務に必要 13名 21名 4名 9名

一般的な知
識として 5名 5名 2名 1名

計 30名 48名 21名 15名

（注）〈輸出入実務者〉コースは、３日間の各講座の合計。

⑶　講義内容や運営に関するご感想、ご意見
◦具体例が多くて理解しやすかった
◦テキスト資料が図解でわかりやすくて良かった
◦輸出入の実務に即した内容だった
◦全体の流れとポイントが理解しやすかった
◦受講者を交えた講義内容で良かった
◦内容の割に時間が短すぎた
◦もう少し深く掘り下がった話が聞きたかった
◦時間の割にボリュームが多すぎる

⑷　今後の講座で希望するジャンルやテーマ
◦日本酒の輸出について
◦HACCP認証取得について
◦IOT、AI、フィンテック関連
◦越境ECの活用
◦FTA、EPAおよび租税条約等について
　
　当協会では、今回ご出席いただきました皆さまから
のご感想やご意見を次回以降の講座実施の際の課題と
してさらに改善を図って参りたいと考えておりますの
で、今後とも本講座をご活用いただきますようよろし
くお願いいたします。


