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PwC中国日本企業部セミナー 
「中国税関アップデート 」 
 

ご挨拶とセミナー主旨 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
さて、私どもPwC中国日本企業部では、この度「中国税関アップデート」に関するセミナーを開催する運びと
なりましたので、ご案内申し上げます。 
 
統計自体もニュースになりましたが、直近の中国貿易統計では全体的な貨物取引量の成長は鈍化傾向であ
り、また対日貿易で見ますと昨年の尖閣諸島問題以降、前年割れの傾向が続いております。この様な状況
の中、中国税関は税収目標設定を年々上げ続けており、2013年においても、海外からの輸入について更な
る厳しい取締りを行っています。関税評価、ロイヤルティ、HSコードなどの問題で税関から追徴課税を受ける
ケースが依然として頻発しております。 
 
一方企業にとって関税は単純にコストでありますが、既存の物流や商流を見直し、また中国の優遇政策をう
まく活用することで関税コストの削減につなげられる可能性もあり、コンプライアンスを維持しながら如何にし
て関税コストを抑え、中国での競争力を高めていくかが中国ビジネスにおいて重要であるといえます。 
 
当セミナーでは中国税関関係の近況アップデート、ならびに関税コスト最適化に向けての税関対策につい
て、事例を交えながらお話しする予定です。 
 
当セミナーを通じ、中国税関対策にご関心をお持ちいただければ幸いです。ご多忙とは存じますが、皆様お
誘い合わせの上、本セミナーへご来場いただけますよう、謹んでご案内申し上げます。 
 
 
敬具 

 
PwC中国日本企業部統括代表パートナー(華中、華北エリア担当)    

高橋忠利 
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日付 6月26日（水） 

開催場所 北京 

時間 15: 00 - 17: 00   (14:30 受付開始) 

会場 
PwC中国 北京事務所26階 
Beiｊing Room 1&2 

会場住所 
北京市朝陽区東三環中路7号 
北京財富中心写字楼 

プログラム 裏面をご参照ください。 

使用言語 日本語 

参加費 無料 

協賛 時事通信社上海支局 

※同業者のお客様からのお申込は、お断りさせていただいております。ご理解宜しくお願いいたします。 



プログラム 

講師のご紹介 

お問い合わせ: 
PwC中国 日本企業部    担当： 崔貴英  E-mail： kwiyoung.choi@cn.pwc.com 

お申し込み方法 

下記オンライン申込みサイトにアクセスし、必要事項をご記入後、「送信」ボタンを押してください。 
出席予定のご本人様以外の方でも入力頂けます。 お申込締切日：6月24日(月) 
※同業者のお客様からのお申込は、お断りさせていただいております。ご理解宜しくお願いいたします。 
オンラインサイト： http://www.pwccn.com/home/eng/event_jbd_bj_jun2013_reg.html 
 
（オンライン申込みがうまくいかない場合は、必要事項(1.お申込者氏名 2.貴社名 3.部門 ・役職  4.電話 
5.E-mail)をメールにご記入の上、kwiyoung.choi@cn.pwc.com （担当：崔 ）までご返信下さい。） 
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時間 進行予定 講演者 

14:30-15:00 受付 

15:00-15:05 開会の辞 

15:05-16：40 
中国税関アップデート 
(途中10分程度の休憩あり） 

PwC中国 上海事務所  
日本企業部/国際貿易サービス部 
マネージャー 
松尾晶 

16:40-16:55 Q&A 

16:55-17:00 閉会の辞 

PwC中国 上海事務所 日本企業部/国際貿易サービス部 
マネージャー  松尾晶 
 

米系企業にて9 年間ソフトウェア輸出入関連業務に従事した後、2008 年 11 月よりPwC
中国上海事務所に入所。現在、中国税関･国際貿易専門のコンサルタントとして、中国全
土に渡り、日系企業向けに税関監査･調査対応、関税評価、関税分類、保税加工貿易、
保税地域、サプライチェーン構築等の税関･国際貿易に関するアドバイスを行っている。
米国公認会計士。 
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