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昭和63年４月	 大蔵省入省（関税局企画課）
平成７年５月	 外務省在インド日本国大使館二等書記官
　　14年６月	 主計局総務課課長補佐
　　21年７月	 国際局為替市場課資金管理室長
　　22年７月	 大臣官房秘書課財務官室長
　　23年７月	 主計局主計官（厚生労働係第二担当）
　　27年７月	 　〃　総務課長
　　28年６月	 大臣官房文書課長
　　29年７月	 　 〃 　審議官（国際局担当）
　　30年７月	 主計局次長
令和２年７月	 大臣官房総括審議官
　　２年11月	 	会計センター所長兼財務総合政策研究

所長
　　３年７月	 現職に就任

関　税　局　長　阪
さか

田
た

　渉
わたる

平成元年４月	 大蔵省入省（大臣官房秘書課）
　　16年８月	 大臣官房総合政策課課長補佐
　　17年７月	 　 〃 　秘書課課長補佐
	 兼大臣官房秘書課首席監察官
	 兼大臣官房秘書課人事企画室長
　　18年７月	 熊本県地域振興部長
　　21年７月	 大臣官房企画官兼国際局国際機構課
	 兼国際局地域協力課地域協力企画官
　　22年７月	 国際局地域協力課国際調整室長
　　23年８月	 主計局調査課長
　　23年９月	 財務大臣秘書官事務取扱
　　24年10月	 主計局調査課長
	 	兼内閣官房内閣参事官（内閣官房副長

官補付）	
	 兼内閣官房社会保障改革担当室参事官
　　26年７月	 関税局関税課長
　　28年６月	 　〃　総務課長
　　29年６月	 	輸出入・港湾関連情報処理センター株

式会社専務取締役
令和元年７月	 現職に就任

　　　　　　　　小
こ

宮
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よし

之
ゆき

大臣官房審議官
（関税局担当）

関税局幹部の紹介
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平成４年４月	 大蔵省入省
　　10年６月	 大臣官房文書課課長補佐（企画調整室）
　　12年７月	 主税局税制第二課課長補佐
　　13年７月	 　〃　税制第一課課長補佐
　　15年７月	 	主計局主計企画官補佐（調整第一係主

査）
　　16年７月	 　〃　主計官補佐（司法・警察係主査）
　　17年６月	 	　〃　主計官補佐（外務、経済協力第

一係主査）
　　18年７月	 主税局総務課課長補佐兼主税局調査課
　　19年７月	 　〃　税制第一課法令企画室長
　　20年２月	 　〃　総務課税制企画室長
　　22年７月	 大臣官房文書課広報室長
　　23年７月	 	外務省在ニューヨーク日本国総領事館

領事
　　26年７月	 	主税局総務課主税企画官
	 	兼主税局総務課社会保障・税一体改革

調整室長
　　27年７月	 主計局主計企画官（調整担当）
　　28年６月	 	　〃　主計官（総務、地方財政、財務

係担当）
　　29年７月	 関税局関税課長
　　30年７月	 大臣官房参事官（国際交渉担当）
令和元年６月	 関税局総務課長
　　　　10月	 	内閣官房内閣参事官（国家安全保障局

経済班担当）
　　３年７月	 現職に就任

　　　　　　　　泉
いずみ
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有
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大臣官房審議官
（関税局担当）

平成５年４月	 大蔵省入省（国際金融局）
　　10年６月	 金融監督庁監督部監督総括課
　　11年７月	 郵政省電気通信局電気通信事業部
	 データ通信課課長補佐
　　13年７月	 財務総合政策研究所研究部主任研究官
　　15年７月	 	理財局計画官補佐（経済産業係、国土

交通第三係担当）
　　16年７月	 大臣官房秘書課課長補佐
　　18年７月	 　 〃 　文書課課長補佐
　　19年７月	 主計局主計官補佐（司法・警察係主査）
　　20年７月	 大臣官房総合政策課経済分析室長
　　21年７月	 	財務総合政策研究所研究部財政経済計

量分析室長
　　23年８月	 	国立大学法人京都大学経済研究所准教

授
　　26年８月	 	　　　　　　 〃 　　　　　　特定教

授
　　27年７月	 大臣官房企画官兼大臣官房政策金融課
　　28年６月	 関税局調査課長
　　30年７月	 主計局給与共済課長
令和元年７月	 　〃　主計官（農林水産係担当）
　　２年７月	 関税局関税課長
　　３年７月	 現職に就任

総　務　課　長　中
なか
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彦
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平成10年４月	 大蔵省入省（理財局総務課）
　　12年７月	 米・タフツ大留学
　　14年７月	 財務省国際局国際機構課
　　16年７月	 法務省刑事局局付
　　18年７月	 財務省主税局調査課課長補佐
　　20年７月	 　　 〃 　　参事官室参事官補佐
　　21年７月	 	財務省関税局参事官室（国際機構）参

事官補佐
　　22年７月	 米州開発銀行審議役
　　26年１月	 	特定個人情報保護委員会事務局総務課	

課長補佐
　　26年７月	 財務省大臣官房政策金融課課長補佐
　　27年６月	 	財務省関税局第一参事官室関税地域協

力室長
　　28年６月	 内閣法制局参事官（第三部）
令和３年７月	 現職に就任

業　務　課　長　小
お

多
だ

　章
あき

裕
ひろ
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　（一社）日本通関業連合会は、７月30日（金）に

臨時社員総会を開催しました。

　臨時社員総会では、日本通関業連合会副会長の加

納吉康理事の退任に伴い、後任の理事に柘植　要氏

（ナゴヤシッピング（株）代表取締役社長）を選任す

る議案について審議が行われ、会員全員の同意が得

られたことにより、承認可決されました。

　今回の臨時社員総会は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、定款第20条（決議の省略）の規

定に基づき、書面による賛否の表決で行いました。

臨時社員総会の開催

� （敬称略）
役職名 氏　　名 現　　　職　　�等 備　考

会　長（代表理事） 岡藤　正策 （株）阪急阪神エクスプレス　代表取締役会長
副会長（代表理事） 曽根　好貞 大東港運（株）　代表取締役社長
副会長 錦織　一男 日本包装運輸（株）　代表取締役社長
副会長 米澤　隆弘 近畿通関（株）　代表取締役社長
副会長 辻󠄀　　克行 （株）北村回漕店　代表取締役社長
理　事 野畑　昭彦 門司港運（株）　代表取締役社長
理　事 喜納　政芳 （株）藤浦通関　取締役会長
理　事 森信　茂樹 東京財団政策研究所　研究主幹
理　事 岡本　哲郎 三菱倉庫（株）　相談役
理　事 石﨑　　哲 （株）近鉄エクスプレス　相談役
理　事 牧　　文春 後藤運輸（株）　代表取締役社長
理　事 熊坂　　高 共栄運輸（株）　代表取締役社長
理　事 今村　忠如 （株）永谷園ホールディングス　専務取締役
理　事 山内　　卓 元�三井物産（株）　副社長
理　事 渡辺　啓子 ボッシュ（株）　アドバイザー
理　事 須藤　明彦 （株）大森廻漕店　代表取締役社長
理　事 長嶋　　敦 日本通運（株）　常務執行役員
理　事 柘植　　要 ナゴヤシッピング（株）　代表取締役社長
理　事（専務理事） 今野　孝一 （一社）日本通関業連合会� 常勤
理　事（常務理事） 池田　景光 （一社）日本通関業連合会� 常勤
監　事 富田　泰史 誠貿易運輸（株）　代表取締役社長
監　事 鈴木　英明 （株）二葉　代表取締役社長
相談役 鈴木　　宏 （株）二葉　代表取締役会長
顧　問 辻󠄀　　卓史 辻　事業サポート事務所　代表
顧　問 石川　隆義 （株）石川組　代表取締役社長
顧　問 石黒　明博 （株）明正　代表取締役会長

令和３年７月30日

一般社団法人 日本通関業連合会役員名簿
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　（一社）日本通関業連合会は、９月７日（火）令和３年の事務局連絡会議をWeb（Zoom）により開催しました。

　例年、各通関業会の専務理事・事務局長の参加を得て連合会会議室で行われる会議ですが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、昨年に引き続き、各通関業会事務室と連合会会議室で、リモートによる会議となり

ました。

　岡藤会長は、大阪の阪急阪神エクスプレスからの参加となりました。

　討議事項は、令和３年度における新たな取り組みである「通関士の専門性向上に向けた支援事業について」

及び「ダイバーシティ推進部会の設置について」でした。

　リモートによる会議ではありましたが、活発な意見交換が行われました。

　なお本年９月１日付けで、東京通関業会専務理事の尾関武彦氏及び大阪通関業専務理事の畑中伸浩氏が退任

し、藤田貞一氏、西　秀利氏がそれぞれ新たに専務理事として就任されました。

事務局連絡会議の開催
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長崎　田中専務
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　令和３年 ７月15日（木）、プレミアホテル門司

港において、会員180店社のうち委任状提出店社を

含む138店社の出席を得て、門司通関業会定時総会

が開催されました。総会には、前川隆一税関長、中

村浩業務部長に来賓としてご臨席いただき、税関長

からご挨拶を賜りました。

　総会は、野畑会長が議長となり、

　第１号議案　令和２年度会務報告に関する件

　第２号議案　令和２年度収支決算報告に関する件

　第３号議案　令和２年度剰余金処分（案）に関する件

　第４号議案　令和３年度事業計画（案）に関する件

　第５号議案　令和３年度収支予算（案）に関する件

　第６号議案　令和３年度役員改選（案）に関する件

の６議案について審議が行われ、いずれも承認され

ました。

　総会後は、北九州市立医療センター院長の中野徹

様を講師としてお招きし、「新型コロナ感染症の現状

と事業所における対策」を演題とする講演会を開催

し、専門的な内容を含んだ丁寧なお話がありました。

門司通関業会定時総会
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　2017年１月号「名古屋めし」に続き、今回は「愛

知の地酒」を紹介します。

　愛知県の酒造りは歴史が古く、すでに古事記、日

本書紀においてヤマトタケルノミコトが尾張でミヤ

スズヒメと会った時「大御酒盞（おおさかずき）」

が捧げられる場面が記されており、このことから、

当時、熱田の地で酒が造られていたことがわかりま

す。また、尾張酒見神社、三河酒見神社には千年以

上昔の酒造りの記録が残っています。

　愛知の地は、大和や京都に近く、いち早く酒造り

の技術が伝わり、造られた酒は都や伊勢神宮などで

飲まれていました。その後、戦国時代になって織田

信長の清須城下に酒造業が現れ、尾張の物資集散地・

津島には多くの酒屋がありました。　

　そして、江戸時代になると、名古屋二代目藩主が

酒を好み、奈良より杜氏を招き指導させるなど、名

古屋城下、尾張藩内の酒造業は急速に発展しました。

　その産地は主に知多半島の両岸、西三河海岸地方

に集中し、現在も多くの酒蔵が残っています。これら

の地で造られた酒の大半は江戸で飲まれていました。

　長い歴史を持つ愛知の酒造りは、吟醸酒には山田

錦などが使われていましたが、酒米も愛知県産でと

いう声が高まり、山田錦に並ぶ品質の「夢吟香（ゆ

めぎんが）」が開発されました。木曽三川や矢作川

など清流の伏流水、良質の原料米、酒造りに適した

気候風土、たゆまぬ醸造技術の改善、日々の努力に

よって磨きがかけられ、愛知県の酒蔵数は42蔵（全

国第７位）となりました。

通関業会だより

愛知の地酒
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名古屋地区
１ 金虎 ２ 曲水宴 ３ 東龍 ４ 鬼ころし

11 星盛 12 楽の世 13 勲碧 14 ことぶき

５ 神の井 ６ 鷹の夢 ７ 醸し人九平次 ８ 八束穂

15 木曽三川 16 長珍 17 神鶴 18 千瓢 19 平勇

20 義侠 21 米宗 22 四天王 23 酔泉

尾張地区
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24 國盛

30 曻勢 31 神杉 32 あいおい 33 尊皇

34 長誉 35 孝の司 36 豊田正宗 37 菊石

38 賜冠 39 四海王 40 公楽 42 蓬莱泉

25 金鯱 26 ほしいずみ 27 生道井

28 白老 29 ねのひ

知多地区

三河地区
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　ここで、愛知県において、特に人気が高く、皆様に親しまれている地酒を紹介しましょう。

白老 はくろう

澤田酒造（常滑市）
　地元農家が作った酒造好適
米を全量使用しており、長期
低温発酵による吟醸造りに
よって、品の良い甘みと濃厚
な旨味のバランスの取れたお
酒となっている。

義侠 ぎきょう

山忠本家酒造（愛西市）
　全量純米仕込みにこだわる
蔵元。コメの良さ、作りの良
さがストレートに反映され
る。濃醇でダイナミック、骨
太な味わいをつくりだしてい
る。

長珍 ちょうちん

長珍酒造（津島市）
　仕込み水は木曽三川の伏流
水でミネラル豊富な硬水で、
奥深い旨みが持ち味だ。日本
酒の大敵である光から守るた
め、新聞紙で包装する限定流
通の「新聞紙シリーズ」が人
気である。

二兎 にと

丸石醸造（岡崎市）
　「味」と「香」、「酸」と「旨」、

「重」と「軽」、「甘」と「辛」
といった一見して二律背反す
る要素を、最高のバランス・
味わいで楽しめるよう贅沢に
追い求めたお酒である。

醸し人九平次 かもしびとくへいじ

萬乗酒造（名古屋市）
　ミシュランガイドの三つ星
レストランのワインリストに
並ぶほど国内外で活躍する

「萬乗酒造」を代表するお酒。
300年かけて湧き出る水を仕
込み水にしており、
ワイングラスでフレ
ンチとともに味わい
たい。

菊鷹 きくたか

藤市酒造（稲沢市）
　バニラアイスクリームのよ
うな香りが立ち上がり、口に
含むと甘み、品のある酸が広
がる。旨口ながらキレも抜群
で、夏酒の極み。鮎の塩焼き
と合わせたい。
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　名古屋通関業会が管轄する静岡県、岐阜県、三重県、長野県にも日本を代表する地酒がありますので少しだ

け紹介します。

静岡県

磯自慢（いそじまん）焼津市 開運（かいうん）掛川市 臥龍梅（がりゅうばい）清水区

三重県

而今（じこん）名張市 作（ざく）鈴鹿市 田光（たびか）菰野町

岐阜県

射美（いび）大野町 小左衛門（こざえもん）瑞浪市 百十郎（ひゃくじゅうろう）各務原市
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長野県

信州亀齢（しんしゅうきれい）上田市 川中島幻舞（かわなかじまげんぶ）長野市 大信州（だいしんしゅう）松本市

　最後に……

　今回紹介した地酒はほんの一部です。紹介した中

には数量限定で入手困難なお酒もありますが、ネッ

ト通販や全国各地のお酒専門店で入手できるものも

あります。

　また、直接蔵元に行って購入するという手もあり

ます。

　地酒に興味のある方は、是非購入し、味わってい

ただければ、５県の地酒の美味しさが分かっていた

だけると思います。

　名古屋にお越しの際に声をかけていただければ、

美味しい地酒が飲める「日本酒バー」にご案内しま

すよ……。

（出典：SAKE TIME、愛知の地酒（愛知県酒造組合））
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	 ６月９日	 東京通関業会講演会（講師：東京税関

業務部長、WEB方式、参加者約：100名）

	 ９日	 役員会（書面決議）

	 11日	 通関士部会50年史分科会（第５回）

	 29日	 通関士部会女性分科会（第６回）

	30日～７月30日	 東京通関業会アンケート

	 ７月６日	 東京港　水際・防災対策連絡会議（WEB

会議）

	７日～14日	 上期通関業務従業者研修表彰状・記念

品授与（６名）

	 16日	 通関士部会委員会

	 21日	 本関通関協議会・税関担当者幹事会

	６月７日～11日	 横浜通関業会第99回通関従業者業務

研修会（Zoomによるオンライン）

	 ８日	 本関地区通関協議会（Zoomによるオ

ンライン）

	 17日	 宮城地区通関協議会（YouTubeにて

配信）

	 ７月６日	 本関地区通関協議会（Zoomによるオ

ンライン）

	 ９日	 通関士部会アンケート委員会

	 21日	 宇都宮地区通関協議会

	 〃　	 宮城地区通関協議会（YouTubeにて

配信）

６月期横浜税関業務部幹部と当会通関士部会との通

関手続等検討会中止

	７月期横浜通関業会会員懇談会中止

	 ６月９日	 福山女性通関士主催セミナー（WEB

セミナー）

	 10日	 通関士部会　総務委員会（WEB会議）

	14日～21日	 2021年第１回通関従業者研修（WEB

研修：録画）

	 21日	 通関時報６月号発行

	22日～23日、25日、29日

	 	 通関士専門研修（WEB録画：連合会

主催）

	 	 （22日：分類繊維①、23日：分類繊

維②、25日：評価、		29日：事後調）

	 24日	 通関士部会　定例役員会（WEB会議）

	７月１日～８月31日	 令和３年第１回通関従業者研修（WEB

研修：YouTube）

	 ７日	 神戸通関士部会　総務委員会（WEB

会議）

	 20日	 通関時報７月号発行

	 21日	 神戸通関士部会　定例役員会（WEB

会議）

	 ６月３日	 	通関業セミナー（原産地規則）

	 10日	 第51回通関士部会　定時総会（書面

決議）

	 16日	 通関士部会　第66回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第58回総務委員会

	 〃　	 通関士部会役員会、税関担当官との連

絡会（テレビ会議）

	 23日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

東 京

横 浜

神 戸

大 阪

各通関業会業務報告
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	７月15日	 大阪港振興倶楽部運営委員会・午餐会

	 21日	 通関士部会　第67回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第59回総務委員会

	 〃　	 通関士部会役員会、税関担当官との連

絡会

	 28日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

	 ６月２日	 一水会・理事会（理事・監事）【中止】

	 ３日	 名古屋通関業会女性通関士会議【中止】

	 〃　	 輸出入商品分類研修（空港）【中止】

	 ４日	 通関非違防止対策研修【中止】

	 ８日	 本関通関事務研究会【中止】

	 ９日	 関税評価実務研修【中止】

	 10日	 通関士部会幹事会【中止】

	 15日	 輸出入商品分類研修【中止】

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会【中止】

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会【中止】

	 16日	 中部空港通関事務研究会【中止】

	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会

	 17日	 関税評価実務研修（空港）【中止】

	 〃　	 西部通関事務研究会【中止】

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 22日	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 24日	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡

会

	 〃　	 清水支部焼津通関担当者連絡会

	 ７月８日	 通関士部会幹事会

	 〃　	 食品衛生法研修

	 ９日	 植物防疫法研修

	 〃　	 四日市支部役員会、二木会

	 13日	 本関通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会

	 15日	 西部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 20日	 清水支部奇六会

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会

	 〃　	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 21日	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡

会

	 〃　	 清水支部御前崎通関事務担当者連絡会

	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会

	 27日	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 ６月３日	 会員周知「新型コロナワクチンの職域

接種に係る要望確認」

	 ４日	 門司通関業会　令和２年度　監査　事

務室　10：30～12：00

	 	 監査役：東海運（株）、（株）シーゲート

コーポレーション

	 ８日	 門司通関業会役員会（書面決議）　開

催案内発出	

	 〃　	 会員周知「門司税関における出張所の

設置」について

	 10日	 会員周知「新型コロナに係る周知依頼」

について

	 16日	 会員周知「通関業務の在宅勤務に係る

開始手続きの見直し等　（通達改正）」

	 17日	 門司通関業会役員会（書面決議）

	 	 「令和３年７月15日（木）プレミアホ

テル門司港において開催」

	 18日	 令和３年度門司通関業会定時総会の開

催案内発出

	 23日	 会員周知「博多税関支署あての輸出入

申告の福岡空港支署での審査の終了」

について

	 24日	 会員周知「セーフティネット保証５号

名古屋

門 司
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の指定」について

	 28日	 会員周知「クロスボウ（ボウガン）の

輸入規制等に関する周知」について

	 〃　	 会員周知「新型コロナウイルスに係る

周知事項」について

	 ７月８日	 会員周知「新型コロナウイルスに係る

職場における積極的な検査等の実施」

について

	 ９日	 会員周知「通達改正」

	 	 ・	税関検査場における検査及び貨物確

認後の輸出航空貨物等の取扱いにつ

いて

	 15日	 令和３年度門司通関業会定時総会　

16：30～

	 	 プレミアホテル門司港　来賓：税関長、

業務部長、通関業監督官

	 	 特別講演　17：30～

	 	 「新型コロナ感染症の現状と事業所に

おける対策」

	 	 講師：北九州市立医療センター院長　

中野　徹　様

	 16日	 会員周知「通達等改正」

	 	 ・	関税分類の事前教示における提出書

類等の取扱いの変更

	 	 ・	たらこ調製品に係る国内分類例規の

改正

	 21日	 会員周知「NACCS関連資料」の送付

	 	 （NACCSを快適に利用いただくため

の機能紹介③）

	 ６月３日	 長崎地区通関事務連絡協議会（オンラ

イン）

	 ８日	 連合会「ダイバーシティ推進部会」情

報の案内

	 ９日	 職場における積極的な検査等の実施手

順の周知（新型コロナ）

	 11日	 長崎通関業会理事会（書面決議）

	 16日	 通関業務の在宅勤務の開始手順の見直

し等の案内

	 21日	 三池地区通関事務連絡協議会

	 28日	 クロスボウの輸入規制の案内

	　７月２日	 税関検査・貨物確認後の輸出航空貨物

等の取扱いの案内

	 ９日	 通関非違事例の案内

	 21日	 NACCS通信（通関３）の案内

	 27日	 2023年度NACCSプログラム変更要

望の案内

	 29日	 NACCS講習会（通関）出席案内

	 30日	 長崎地区通関事務連絡協議会

	 ６月４日	 函館通関業会小樽支部定時総会（小樽）

書面決議

	 ３日	 要望調査：新型コロナワクチンの職域

接種に係る要望確認

	 10日	 函館通関業会第64回定時総会（函館）

書面決議

	 16日	 会員周知：通関業務の在宅勤務に係る

開始手続きの見直し等について

	 24日～28日	 通関業務連絡会（函館・小樽・千歳・

札幌・釧路・苫小牧・石狩・八戸・秋

田）メールによる通知

	 28日	 会員周知：クロスボウ（ボウガン）の

輸入規制等について

	 ７月４日	 会員配布：函館税関通関担当官一覧表

	 ５日	 会員周知：輸出航空貨物に関する取扱

いについて

	 ８日	 会員周知：抗原簡易キットを購入する

際の報告の実施について

	 10日	 調査依頼：令和３年会員名簿の作成に

ついて

	 12日	 会員配布：通関業者のための在宅勤務

ガイドライン

長 崎

函 館
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	 26日～30日	 通関業務連絡会（函館・小樽・千歳・

札幌・釧路・苫小牧・石狩・八戸・秋

田）メールによる通知

	６月11日	 第48回定時総会開催（書面表決）

	 15日	 会長・副会長の選任についての理事会

開催（書面表決）

	 ７月１日	 沖縄地区税関の４部体制への移行（次

長制の廃止）

	 15日	 人事異動後の沖縄地区税関長並びに業

務部長への当会三役表敬挨拶

	 29日	 本年度の第一回通関連絡会の開催見送

り（沖縄県にコロナ緊急　事態宣言中）

沖 縄
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貿易関連書類電子保管業務
®

通関業者様

®は貿易関連書類を電子データで長期的に保管できるサービスです。
サービスイメージ

手仕舞書類

請求書 等

通関関係
書類 手仕舞書類

アップロード

輸出入許可通知書と関連付けて保管

ダウンロード

®

許可情報等

一般社団法人日本通関業連合会業務部
電話 メール

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社営業企画部営業推進課
メール

お問い合わせ先お問い合わせ先

®は、お客様の諸問題を解決することができます。
活用方法のご紹介

®にお任せください︕︕
✔ ®を導入することで、出社している方も在宅勤務
の方も の検索・ダウンロード機能を利用して許可書や通
関書類の取得が可能‼
もう書類を外に持ち出す必要はありません‼

在宅勤務での業務をスムーズにしたいけど…
通関業務の在宅勤務の開始要件が緩和されたので、コロナ禍の
終息を見据えてテレワーク体制を拡大したいのですが、通関書
類のやり取りをもっとスムーズにしたいです。

通関業者様

センター

許可情報等

詳しくは 掲示板を
ご覧ください

輸出入申告

許可情報等

※保管される件数によっては割安な共同利用プランを日本通関業連合会経由で申し込むことができます。

自動保管
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