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新年情報交換会を開催
「中小企業国際化セミナー」参加後、活発な意見交換
平 成 １ ４ 年 １ 月 ２ １ 日 （ 火 ）、 １ ４ 社 ２ ０ 名
が参加し てベルク ラシッ ク甲府に おいて新 年情
報交換会を開催しました。
当日は 、中小企 業総合 事業団と （財）や まな
し産業支 援機構主 催の「 成功する 中国進出 ・失
敗する中 国進出− 違いは どこにあ るのか− 」と
題した中 小企業国 際化セ ミナーが 開催され まし
た。会員 の皆さん はこれ に参加後 、会場を かえ
情報交換 会に参加 しまし た。上原 会長のあ いさ
つ後、人 事異動に よる交 代後初参 加となっ た東
京税関山 梨派出所 の田村 所長から 「輸入手 続の
迅速さや 物流コス トの軽 減など、 内陸通関 には
多 く の メ リ ッ ト が あ る 。 こ の 制 度 の 活 用 を 。」
との話をいただきました。

こ の後、交 流会に 入り、セ ミナーの テーマで
ある 中国の状 況につ いて、情 報交換が 行われま
した 。また 、協議会として実施できなかった「 広
州交 易会」へ の参加 事業につ いて個別 に参加し
た会員の話に耳を傾けていました。
さ らに、新 たな視 察希望の 話やホー ムページ
の充 実など、 協議会 の事業の 方向性に ついてた
くさんの意見が出ました。
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ＪＯ Ｙ の セ ン タ ーコ ー
ト 全 面を 使 用 し ま した

「貿易フェア」開催

ブラ ンド コ ーナ ーは 人気

平成１ ４年１１ 月９日 〜１０日 の２日間 、昭
和町のオ ギノ昭和 ショッ ピングモ ールＪＯ Ｙに
おいて、 ９社の出 展によ り初めて の「貿易 フェ
ア 」 を 開 催 し ま し た 。（ 出 展 者 と 主 な 出 展 物 は
別表のと おり）普 段輸入 ・卸のみ を行って いる
会員も直接販売を行っていました。
また、 東京税関 による 税関啓発 コーナー や税
関相談コ ーナーを 開設し 、ブラン ド品の本 物と
偽物の展 示やワシ ントン 条約に基 づく輸入 禁止
品の展示 と説明が ありま した。特 にブラン ド品
の展示で はショッ ピング に訪れた お客様の 目を
引き、中 には熱心 に見分 け方を尋 ねている 方も
いました。

◇ 出展者及び主な出展品 ◇

☆☆ピーターの目☆☆

山梨貿易相談センターアドバイザー
ピーター・マウントフォード
＝＝＝ キンバリー・プロセス ＝＝＝
「紛争ダイヤモンド」とダイヤモンド原石の証明制度

去年の２月アンゴラ軍は反政府勢力のリーダー 、
ジョナス・サヴィンビ を射殺。独立以降２７年続
いたアンゴラ内戦が閉 幕しました。アンゴラ内戦
では５０万人が犠牲者 となり、４００万人の難民
が生まれたといわれて います。９０年代に国際社
会が平和解決に動いた にもかかわらず、内戦が激
化、深刻化していまし た。ダイヤモンド原石の取
引が反政府勢力の紛争 資金源になったことがこの
要因の一つです。
「紛争ダイヤモンド 」といわれ、アンゴラ以外
にシエラ・レオーネや コンゴ民主共和国の内戦の
資金源として指摘され （ www.globalpolicy.org/
security/issues/diamond/）、 国連安保理においては、

説 明に も力 が入 り ます

㈱萩原トレイディング商会（宝飾品）
㈲ティーアンドケー企画（四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰ製品）
㈱ちぼり［ リープフラオ ］
（ ドイツ製ﾄﾘｭﾌﾁｮｺﾚｰﾄ）
㈲インターマート（ ココナツ製のテーブルウエア ）
江原建設㈲［石の山崎 ］（大理石テーブル）
Ｋ ｓＴＡＢＬＥ（ペルシャ絨毯）
本坊酒造㈱（輸入ワイン）
太興紙業㈱（書道用品）
㈲オルドフ（銀製テーブルウエア）

不正取引が 国際平和と安全に対する脅威となって
いるとの一 連の経済制裁決議が採択されました。
これと並行 して、ダイヤモンド原石の取引規制の
検討を目的 とする「ダイヤモンド・テクニカル・
フォーラム 」が開催されました。これがキンバリ
ー・プロセ スと呼ばれます。昨年１１月にダイヤ
モンド原石 の国際取引に関する基本的な国際証明
制度を定め た「枠組文書」が採択され２００３年
１月１日に導入されました。
対象となっている品目は 、ダイヤモンド原石（ 宝
飾用・工業用とも）です。この品目について 、「キ
ンバリー・プロセス証明書(各参加国が発行するカ
ラット等が記載された証明書)」が添付されていな
い場合、輸 出入が禁止されます。つまり、輸入す
る際に「キ ンバリー・プロセス証明書を添付」と
いう契約条 件が必要となり、輸出する際に経済産
業省に輸出 承認申請を事前に行わなければなりま
せん。加え て、輸出入するため変更不能の容器を
使う必要が あり、キンバリー・プロセスと非参加
国とのダイ ヤモンド原石の輸出入は禁止されてい
ます。
詳しい情報は経済産業省のホームページ
（ www.meti.go.jp/topic/data/e21227aj.html）
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税関山梨派出所情報

へ送り出されることになります。
ま た、税関 で輸出 の確認を 受けてお きません
と、 関税、消 費税な どの減免 税、戻し 税を受け
られない場合があります。
た とえば、 加工又 は修繕の ため輸出 し、再輸

外国へ品物を郵便で
送るにはどうするの？

入の際に減税の適用を受ける場合には、
１ ．「加工・修繕輸出貨物確認申告書」
２ ．「 加 工 ・ 修 繕 の た め 輸 出 す る も の で あ る

最近 、郵便 による品物の 輸出について 問い合
わせをい ただくよ うにな りました ので 、外 国郵
便を利用 する場合 の輸出 手続きに ついて説 明し
ます。
外国へ 郵便物を 送る場 合、名あ て国での 通関
を容易に するため に郵便 局に備え てあるグ リー
ンラベル と呼ばれ る「税 関票符」 又は「税 関告
知書」に 必要事項 を記載 して郵便 物に添付 し、
郵便局に差し出してください。
郵便 局に差 し出された郵 便物は、税関 の外郵
出張所が 置かれて いる郵 便局（こ れを通関 局と
いいます 。）に送られ、税関検査が行われた後、
外国へ送り出されます。

ことを証する書類」
（輸出貿易管理令第２条第 1 項第 1 号《輸
出の承認》の規定に基づき発給された
輸出承認書又は加工、修繕に関する契
約書。ただし、修繕のため輸出する貨
物であって、当該契約書の提出が困難
であると認められるときは、契約書以
外の事実を証明し得る書類）
３ ．輸入の 際に貨 物の同一 性の確認 をするた
めの書 類、ただ し、貨 物に付さ れた識別
番号等 によりそ の同一 性が確認 できる場
合には不要。
を税 関外郵出 張所又 は最寄の 税関出張 所などに

《早く届くようにするには》

提出 し、貨物 の確認 を受けて から輸出 する必要
があります。

１．受取人の住所、氏名、税関票符又は税関告知
書の必要事項は、 その国で通用する言語で、
詳しく、明瞭に記載して下さい。

以 上が外国 郵便を 利用して 品物を輸 出する際

２ ．「ギフト 」、「商品見本」などの別を郵便物表面

の税 関手続き になり ますが、 東京税関 山梨政令
派出 所では外 国郵便 にかかる 業務を行 うことが

に明記してください。

でき ません。 従って 、説明の なかにあ りました
「事 前検査」 につい ても同様 であり、 同検査を

次に、 税関検査 につい て説明し ます。税 関検
査は通関 局で行わ れます が、この 税関検査 のと

受け る場合は 税関外 郵出張所 又は最寄 の税関出
張所 において 行って いただく ことにな ります 。

きに関税 関係法令 以外の 法令によ り輸出の 許可
・承認が 必要とさ れる品 物があっ た場合に は、
税関外郵 出張所か ら「輸 出郵便物 の通関手 続に
ついて 」という「 はがき 」が送付されますので 、

東京税関山梨政令派出所
０５５− ２５３− １２８１

そこに記 載されて いる手 続を行っ てくださ い。
なお、 郵便物を 郵便局 に差し出 す前に、 税関

税関へのお 問い合わせ、ご連絡は税関相談官まで

外郵出張 所又は最 寄の税 関出張所 などであ らか
じめ検査 を受ける ことが できます 。これを 「事

東京税関

０３−３５２９−０７００

前検査」 といいま す。こ の検査が 終ります と税
関では郵 便物に「 事前検 査済印」 を押印し 、封

成田税関支 署

０４７６−３４−２１２８

成田航空貨 物出張所

０４７６−３２−６０２０

印します 。これをそのまま郵便局に差し出せば 、
原則とし て開披検 査は行 われずに そのまま 外国

東京外郵出 張所

０３−３２４１−６６５２
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ＪＥＴＲＯからのお知らせ
−

ＪＥＴＲＯの海外情報ファイルを御活用ください！！

−

ジェトロ海外情報ファイル（ＪＥＴＲＯ-ＦＩＬＥ）は、世界各国の貿易・投資に関する
確かな情報を提供するため、海外とのビジネスを行う日本企業に対して世界各国の貿易・投
資に関する最新情報を提供する公開サイトです。
世界６１カ国・地域（２００１年１０月現在）を対象とし、各国の概要のみならず貿易・
投資に関する制度を網羅しています。また、貿易・投資に必要な手続等を実際の相談事例に
沿ってＱ＆Ａ形式で説明しているコーナーもあります。
利用方法
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｅｔｒｏ．ｇｏ．ｊｐ／ｊｅｔｒｏ−ｆｉｌｅ／
にアクセスし、簡単なユーザー登録をして下さい。
（登録にあたりメールアドレスと希望するバスワードが必要となります 。）
利用料金は無料です。
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