
JIFFA News（協会機関誌）

　

　広報活動の一環としてJIFFA Newsは会員店社並びに関係各位のコ
ミュニケーションの媒体とし、タイムリーな情報を国内はもとより海外
からも取り入れ隔月発行で会員及び諸官庁、関係企業にも配布されてお
ります。

　2009年5月号（第160号）
〈論壇〉●ご趣味は？…
〈研修会〉●これからの企業に求められる

「理想のデスクトップ環境」とセキュリティ対策
〈Close-Up〉●CBP ISF（10+2）─START NOW,

THE SOONER THE BETTER
●変革の時代、国際輸送に求められる新たな役割
●国際複合輸送実績に関するアンケート

〈News Up to Date〉●平成20年度「国際複合輸送士資格認定講座」神戸開催
新たに73名の誕生で認定者総数は3,718名

●平成20年度「実用英語通信文講座」（大阪開催）と
「初級中国語講座」（東京開催）
成績優良者への修了証授与式

●濱田教育副委員長、横浜税関研修会で講義
●「アセアン物流事情調査 その3
インドネシア・ラオスを巡るクロスボーダー輸送」が完成

●「中国華東地区物流事情調査」報告書が完成
●平成20年度下期の国際複合輸送貨物取扱実績
荷動き急減、半期ベースで23期振りの前年割れ
中国向け輸出30％減、輸入も一転マイナスに
連載

●フォワーダーのためのQ&A（25）
●随想　つれづれに（27）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（58）
ブラジル人はFESTA（お祭り） 好き！？

●英誤徒然草（103）
●日中「漢字あれこれ」（41）
●Brush Up Your Logistics English（73）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●幹事および委員の異動
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2009年3月号（第159号）
〈論壇〉●不況に直面して
〈研修会〉●関係会社倒産とNVOCCのリスク及びその対応策

〈Close-Up〉●米国CBP「１０+２ルール」（ISF）と
フォワーダーの 対応について
CBPへの対応─ISF・AMSの事前電子申告を支える第三者サービス

●「ブルネイにおける物流人材育成セミナー」への参加
〈News Up to Date〉●「中国・華東地区物流事情調査」報告書が完成に近づく

●フォワーディング委員会の平成２０年度事業調査報告書
「アセアン物流事情調査 その３」が完成に近づく

連載
●フォワーダーのためのQ&A（24）
●随想　つれづれに（26）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（57）ロシアの食わず嫌い
●英誤徒然草（102）
●日中「漢字あれこれ」（40）
●Brush Up Your Logistics English（72）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2009年1月号（第158号）
〈年頭所感〉●年頭のご挨拶 　会長 　中谷 桂一

　●新年を迎えて 　国土交通省政策統括官 　井手 憲文
　●新年の御挨拶 　国土交通省政策統括官付参事官（複合物流） 　志村 務
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〈研修会〉●燃える中東～世界のロジスティクスハブになったドバイ～
̶ 中東の物流事情 ̶

●海外ネットワーク拡大に向けての相互代理店契約書の活用
について ̶ 英文による契約書締結上の留意点 ̶

〈Close-Up〉●「JIFFA標準取引条件」の制定について
〈News Up to Date〉●平成20年度「国際複合輸送士資格認定講座」東京開催

新たに144名の誕生で認定者総数は3,645名
●アセアン物流事情調査　その3
─インドネシア・ラオスの物流事情調査報告─

連載
●随想　つれづれに（25）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（56）インドネシアのお国柄と私
●英誤徒然草（101）
●日中「漢字あれこれ」（39）
●Brush Up Your Logistics English（71）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年11月号（第157号）
〈論壇〉●そんなの常識？

〈研修会 〉●大メコン経済圏（GMS）越境交通協定（CBTA）の概要と
進展について

〈Close-Up 〉●更改海上NACCS順調に移行
●混迷を深める中国版24時間ルール
最大の問題は「do not load」か「do not unload」か、である

〈News Up to Date〉●平成20年度「実用英語通信文講座」（東京開催）と
「中級中国語講座」（東京開催）
成績優良者への修了証授与式

●JIFFA「東西回廊」物流調査団報告書
●「中国・華東地区物流事情調査」について
●アセアン物流事情調査
3年目はインドネシア・ラオス・南北回廊の調査を実施

●「フォワーディング業務基礎研修会」を名古屋で初めて
開催

●平成20年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績
過去最高更新も伸び率は1ケタ台へ鈍化
輸入貨物は初めて1,000万トンを突破
連載

●フォワーダーのためのQ&A（23）
●随想　つれづれに（24）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（55）ちょっと不思議な中国
●英誤徒然草（100）
●日中「漢字あれこれ」（38）
●Brush Up Your Logistics English（70）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年9月号（第156号）
〈論壇〉●転勤族

〈News Up to Date〉●貨物利用運送事業法に関わる通達の一部改正について
●「中国華東地区、物流事情調査団」の派遣について
●次期Sea-NACCS対応ACL（船積み確認事項登録）手順書
が完成
─ACL業務手順書説明会を全国11ヵ所で開催─

●「フォワーディング業務基礎研修会」を東京で開催
●物流研修調査団派遣のご案内
●小学生対象の第2回「夏休み物流見学会」開催
総勢94名で大黒ターミナルなどを見学
連載

●随想　つれづれに（23）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（54）ラテンの国 スペイン
●英誤徒然草（99）
●日中「漢字あれこれ」（37）
●Brush Up Your Logistics English（69）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年7月号（第155号）
〈論壇〉●紙一重

●第23回通常総会 開催
●協会活動報告会を開催 　博多／神戸／名古屋地区
●平成19年度下期の国際複合輸送貨物取扱実績
半期ベースで9期・通年で6年連続記録更新
米国トレードは輸出入とも2ケタのマイナスに
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〈Close-Up〉●中国四川省大地震被災地災害救援給水活動
●「我が国フォワーダーの海外進出状況と
外国フォワーダーの日本進出状況」第13版発刊される

〈TOPIX〉●「国際複合輸送業務集中講座」を開催
連載

●随想　つれづれに（22）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（53）ベトナムの今
●フォワーダーのためのQ&A（22）
●日中「漢字あれこれ」（36）
●Brush Up Your Logistics English（68）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年5月号（第154号）
〈論壇〉●貴方のメタボ対策は？

〈Close-Up〉●財務省　国際運送事業者を対象とした
『AEO制度等に関する説明会』を開催

〈研修会〉●フォワーダーのための共同海損基礎知識
　　ベトナム物流事情調査報告会を東京で開催
　　ロシア物流事情調査報告会　4月に東京で開催

〈News Up to Date〉●平成19年度「国際複合輸送士資格認定講座」神戸開催
新たに81名の誕生で認定者総数は3,501名

●平成19年度「実用英語通信文講座」（大阪開催）と「初級中国語
講座」（東京開催）
成績優良者への修了証授与式

●横浜税関の「海運業務研修」に講師を派遣
連載

●随想　つれづれに（21）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（52）チェコ共和国
●英誤徒然草（98）
●日中「漢字あれこれ」（35）
●Brush Up Your Logistics English（67）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年3月号（第153号）
〈論壇〉●成人は何歳から？
〈研修会〉●国際物流におけるICタグの可能性
〈論壇〉●日本とサウジアラビア

〈News Up to Date〉●日本版AEO制度の完成へ向けた
平成20年度関税法等改正について

●「ロシア物流事情調査」報告書が完成
●広報委員会制作の若手社員教育用DVDが完成へ
●次期Sea-NACCS対応のACL（船積確認事項登録）業務
改訂手順書完成に近づく

●「ベトナム物流事情調査」報告書3月末発刊迫る
●初心者向け「フォワーディング業務基礎研修会」を
神戸で開催

●日中韓国際物流セミナーの開催について
連載

●随想　つれづれに（20）『みなと』横浜の今昔
●英誤徒然草（97）
●日中「漢字あれこれ」（34）
●Brush Up Your Logistics English（66）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●幹事および委員の異動
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2008年1月号（第152号）
〈年頭所感〉●年頭のご挨拶 　会長 　中谷 桂一

　●新年を迎えて 　国土交通省政策統括官 　伊藤 茂
　●新年の御挨拶 　国土交通省政策統括官付参事官（複合物流） 　最勝寺 潔

〈論壇〉●日本とサウジアラビア
〈研修会〉●「英語によるプレゼンテーション」12月に東京で再度開

催
〈News Up to Date〉●平成19年度「国際複合輸送士資格認定講座」東京開催

新たに136名の誕生で認定者総数は3,420名
●ASEAN-JAPAN TRANSPORT LOGISTICS SEMMINAR
IN JAKARTA に参加して

●アセアン物流事情調査　その2
─ベトナムと同国を巡るクロスボーダー輸送について─

●物流連主催の寄附講座で小牧教育委員長が講義
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●平成19年度上期の国際複合輸送貨物取扱実績
平成19年度上期の実績は3,800万トンに
Greater Chinaからの輸入シェアは全体の64％
連載

●随想　つれづれに（19）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（51）アフリカ ─ケニア・タンザニア─
●英誤徒然草（96）
●日中「漢字あれこれ」（33）
●Brush Up Your Logistics English（65）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年11月号（第151号）
〈論壇〉団塊の世代
〈講演会〉●世界の潮流と日本の針路

〈Close-Up〉●次期Sea-NACCS対応船積確認事項登録（ACL）業務手順
書改訂作業について

〈News Up to Date〉●平成19年度「実用英語通信文講座」（東京開催）と「中級中
国語講座」（東京開催）成績優良者への修了証授与式

●初心者向けの基礎研修会開催
●「ロシア物流事情調査」について
●「JIFFA海外物流研修調査団」報告

●小学生対象に物流ツアー開催
連載

●随想　つれづれに（18）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（50）華南生活事情「喜・怒・哀・楽」
●英誤徒然草（95）
●日中「漢字あれこれ」（32）
●Brush Up Your Logistics English（64）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●こんにちは
●協会活動報告
●幹事および委員の異動
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年9月号（第150号）
〈論壇〉NVOCC業界とJIFFAの事業
〈研修会〉●ロシア物流について̶輸送、通関面の特徴と問題点

●研修会「英語によるプレゼンテーション」（大阪開催）が
開催される。

〈News Up to Date〉●上海出張報告
●次期NACCSパッケージソフト（デモ版）の検証について
●「ロシア物流事情調査団」の派遣について
●「国際複合輸送業務の手引」（第6版）の発行について

●小学生を対象に「夏休み物流見学会」開催
連載

●随想　つれづれに（17）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（49）大きな国 アメリカ
●英誤徒然草（94）
●日中「漢字あれこれ」（31）
●Brush Up Your Logistics English（63）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●会員の異動等のお知らせ

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年7月号（第149号）
〈論壇〉外国人労働者とビザ

●第22回通常総会 開催
●協会活動報告会を開催　博多／神戸／名古屋地区

〈研修会〉●改訂信用状統一規則（UCP600）と運送書類
●平成18年度下期の国際複合輸送貨物取扱実績
半期ベースで7期連続過去最高を記録
H18年度通期では7,000万トンの大台突破

〈Close-Up〉●「輸入混載貨物情報の事前提出の法制化」について
〈TOPIX〉●「国際複合輸送業務集中講座」を九州で開催

●物流連主催の寄附講座にJIFFAから講師を派遣
連載

●随想　つれづれに（16）『みなと』横浜の今昔
●日中「漢字あれこれ」（30）
●Brush Up Your Logistics English（62）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年5月号（第148号）
〈論壇〉●コンプライアンスと日本的経営
〈研修会〉●Guidelines to the New EU Customs Rules

（EU関税法の新動向）
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〈Close-Up〉●「輸入混載貨物情報の事前提出の法制化」について
●次期Sea-NACCSの平成20年10月稼動に向けて

〈News Up to Date〉●アセアン物流事情調査　タイ編
　●平成18年度名古屋開催　51名の“国際複合輸送士”誕生

認定者総数は3,284名に
　●平成18年度「実用英語通信文講座」（大阪開催）と「初級中

国語講座」（東京開催）成績優良者への修了証授与式
連載

●随想　つれづれに（15）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（48）「端午の節句」
●フォワーダーのためのQ&A（21）
●英誤徒然草（93）
●日中「漢字あれこれ」（29）
●Brush Up Your Logistics English（61）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年3月号（第147号）
〈論壇〉●セキュリティのグローバル化への対応
〈説明会〉●次期Sea-NACCSにおけるNVOCC関連業務

〈Close-Up〉●「輸入混載貨物情報の事前提出の法制化」について
〈News Up to Date〉●「インド物流事情調査報告書」中間報告

●3年ぶりに名古屋で開催
「国際複合輸送士資格認定講座」52名が受講

●アセアン物流事情調査団を派遣
●国交省主催「日アセアン物流パイロットセミナー」に参加
して

連載
●随想　つれづれに（14）『みなと』横浜の今昔
●英誤徒然草（92）
●日中「漢字あれこれ」（28）
●Brush Up Your Logistics English（60）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●物流連主催の寄附講座にJIFFAから講師を
派遣

●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2007年1月号（第146号）
〈年頭所感〉●年頭のご挨拶　会長 　中谷 桂一

　●新年を迎えて　国土交通省政策統括官 　平山 芳昭
　●新年の御挨拶　国土交通省総合政策局複合貨物流通課長　最勝寺 潔

〈研修会〉●変貌するロジスティクスの潮流と荷主企業の課題
●平成18年度上期の国際複合輸送取扱実績
6期連続して過去最高記録を更新
中国貨物が輸出入合計ではじめて1,000万トンに

〈News Up to Date〉●平成18年度東京開催 137名の“国際複合輸送士”誕生
認定者総数は3,233名に

●JIFFAアセアン物流研修調査団報告
●インド訪問雑感
連載

●随想　つれづれに（13）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（47）多民族国家
●英誤徒然草（91）
●日中「漢字あれこれ」（27）
●Brush Up Your Logistics English（59）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●協会活動報告
●幹事および委員の異動
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2006年11月号（第145号）
〈論壇〉●アジア各国を歴訪して
〈研修会〉●21世紀における物流業界の情報化

̶なんだか変だよ最近のIT業界̶
〈News Up to Date〉●平成18年度「実用英語通信文講座」（東京開催）と「中級中

国語講座」（東京開催）成績優良者への修了証授与式
●「インド物流事情調査団」の派遣について
●輸入ハウスB/L情報の事前提出の法制化
JIFFAがパブリックコメントを提出

●JIFFAホームページ
月間訪問数1万535回、ヒット数約4万

連載
●随想　つれづれに（12）『みなと』横浜の今昔

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
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●海外だより（46）カナダからの手紙
●フォワーダーのためのQ&A（20）
●英誤徒然草（90）
●日中「漢字あれこれ」（26）
●Brush Up Your Logistics English（58）
●業界関連トピックス

●会員の異動等のお知らせ
●協会活動報告
●こんにちは
●幹事および委員の異動

●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2006年9月号（第144号）
〈論壇〉●地球温暖化問題について

〈Close-Up〉●次期Sea-NACCSに関するアンケート結果について
●木製梱包材の輸入検疫措置改正案が公示
10月に公布し、来年4月から実施へ

〈News Up to Date〉●中国ミッション来訪　AGENDAに基づき意見交換
●JIFFA 次期Sea-NACCS合同委員会設置
●10月開講の語学2講座
連載

●随想　つれづれに（11）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（45）MABUHAY（万歳）!
●英誤徒然草（89）
●日中「漢字あれこれ」（25）
●Brush Up Your Logistics English（57）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●こんにちは
●協会活動報告
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2006年7月号（第143号）
●第21回通常総会 開催
●協会活動報告会を開催　博多／神戸／名古屋地区

〈研修会〉●テイクオフしたエマージングマーケット
インド経済の魅力とビジネス環境

●平成17年度下期の国際複合輸送貨物取扱実績
4期連続して過去最高記録を塗り替え　対中国貨物がはじめて1,000
万トン突破

〈Close-Up〉●「次期Sea-NACCS」について（No.2）
〈News Up to Date〉●「国際複合輸送業務集中講座」を本年度も九州で開催

連載
●随想　つれづれに（10）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（44）駐在員妻からの便り
●日中「漢字あれこれ」（24）
●Brush Up Your Logistics English（56）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●会員各社の素顔
●JIFFA事務局人事
●こんにちは
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報

　2006年5月号（第142号）
〈論壇〉●日本は特異なアジアの国？
〈研修会〉●「中国物流政策セミナー」の講演内容詳細

諸約束の履行状況や新規則について説明
〈Close-Up〉●木製梱包材輸入規制の実施状況

主要貿易国がISPM No.15ガイドライン導入
●「物流事業者による保安措置の強化に関するガイドライ
ン」について

〈News Up to Date〉●平成17年度神戸開催　78名の“国際複合輸送士”誕生
認定者総数は3,096名に

　●平成17年度「実用英語通信文講座」（大阪開催）と「初級中
国語講座」（東京開催）成績優良者への修了証授与式

連載
●随想　つれづれに（9）『みなと』横浜の今昔
●海外だより（43）香港物流事情
●英誤徒然草（88）
●日中「漢字あれこれ」（23）
●Brush Up Your Logistics English（55）
●業界関連トピックス

JIFFA Forum
●こんにちは
●会員各社の素顔
●会員の異動等のお知らせ
●幹事および委員の異動
●協会活動報告
●JIFFAホームページ掲載最新情報
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