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ＥＰＡでますます重要度が増す通関士
貿易関連業界の唯一の国家資格
貿易立国日本を支える仕事に就く！

通関士受験指導の第一人者！
片山立志先生の直接指導が受けられる！
安心と信頼の指導法が自慢です。
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通関士受験対策指導の第一人者にして
受験対策指導の神様と慕われる
か た や ま

た つ

し

片山 立志 先生

通関士受験において、日本で初めて体系的か
つわかりやすい受験指導を創り上げた第一人
者。その卓越した通関士受験指導により毎年
多くの合格者を輩出し、“受験指導の神様” と
受験生に慕われている。片山先生が輩出した
合格者の数は数万人にも上る。東京都民銀行
等を経て、現在マウンハーフジャパン代表取締
役、日本貿易実務検定協会 理事長などを務
める。金融法学会会員。
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通信講座のご案内
通関士試験受験対策指導のパイオニア片山立志先生 が完全コーディネート！
低価格で最高の通信教育が受けられます！

通関士 絶対合格通信講座
通関士 とは
輸出入手 続きを行う専門家
通関士とは、「税関と輸出入業者間の複雑な事務を輸出入業
者に代わって行う専門家」のことです。
国際貿易における輸出入は、税関に申告し、許可を得なければ
いけません。その通関手続きに必要な書類の審査をするのが
通関士です。
日本が貿易立国であることは、みなさんもご存知でしょう。
日本の貿易は年々増加していて、日本において輸出入は絶対不
可欠です。

税関で行われている輸出入の通関手続きを代行する通関士の
数はまだまだ不足しているといわれており、貿易会社や商社だ
けでなく、輸出入を行っている一般の企業からのニーズも高まっ
ています。それに、受験資格を問わないので、大学生や、自
分のキャリアアップを目指す人にはもってこいの資格といえます。
通関士は、貿易関連法務及び輸入税に関する専門家です。
したがって、通関士の試験科目は、関税法、関税定率法、外
為法など貿易に従事しようとする人が知らなければならない法
律となっています。
メーカーの輸出入担当者、商社マン、デパートの輸入担当者、
銀行の外為担当者などは、もちろん通関士の資格がなくても業
務を行うことはできますが、関税法など貿易関連法務は、こう
した貿易に関する仕事に従事する人々にとって、いまや必須の
知識といっていいでしょう。法律を知らなかったではすまされ
ないのです。こうしたことから、通関業者以外の貿易関連業者
の従業員の人もこの資格に挑戦しています。

● 唯一の貿易関連の国家資格！
唯
唯一
● 国際的なステータスがあり、就・転職に抜群の威力を有する！
● 通関業者のみならず、貿易関連業者の業務にも役立つ！
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通関士絶対合格通信講座は、
通関士試験受験界の第一人者片山立志先生のスクールです
「通関士」国家試験は貿易業界・物流業界では唯
一の国家資格です。

続いて『通関士試験合格ハンドブック（年度版）』
など全くゼロからスタートされる受験生の方々のた

1992 年に出版された『通関士試験一発合格のき
めて』は、日本で初めての通関士についての一般ビ
ジネス書でした。この本は、通関士試験の受験生

めの本格的テキストを執筆し、多くの受験生に親し
まれています。今年は 29 年目を迎えました。
そして、片山立志先生の率いるマウンハーフ・メ

に大好評で迎えられ、多数の合格者を生みました。

ソッドは、まったくの初心者を合格へ確実に導きま

この本こそが事実上日本で初めて民間の一教員が

す。安心と信頼の指導法が自慢です。

著した通関士受験本だったのです。

「通関士絶対合格通信講座」３つの特徴！

片山立志先生監修のテキスト！
通関士試験の第一人者、片山立志先生が自ら指揮製作した、マウンハー
通
関士試験の第一人
一人者
人者、片山立志先生が自ら指揮製作した、マウンハ
ンハー
ーフジャパン独自のテキス
フ
トです。専門用語や難解な法令も、図をふんだんに使い、わかりやすさを追求して
トです。専門用語や難解な法令も、図をふんだんに使い、わかりやすさを追求しています。また、
しています。また、
実戦セレクト重要過去問題集＆法令集には、前年度の本試験問題のほか、過去の試験で頻出さ
れたテーマ別の問題が入
れたテーマ別の問題が入っているため、出題されるポイントを効率的に学習できます。
が入っているため、出題されるポイントを効率的に学習できます。

厳選された問題で、効率的に学習
初めての方でもわかりやすく構成された、長年の指導ノウハウにもとづいたカリキュラムで
初めての方でもわかりやすく構成された、長年の指導ノウハウにもとづいたカリキュラムです。各
ムです。各
テーマごとの小テストにて繰り返し重要ポイントを確認し、知識の定着をフォローします。過去
の試験問題で頻出した良問を厳選しており、限られた時間のなかで無駄なく効率的に学習を進
めることができます。

ｅラーニングで片山立志先生の講義を視聴
これまで通関士受験界を導いてきたカリスマ講師である片山立志先生が、この通信教育のため
だけに収録した映像講義通信講座です。長年蓄積された指導ノウハウにより、無駄なく系統的
に知識を習得することができ、効率的・効果的な学習の仕方についても丁寧に解説しています。

受講料及びお申込み方法

➡ｐ14
4

通信講座の内容
ⓎⓌⓉ方式+リボルビング方式
マウンハー
マウンハ
ンハー
ーフの専門講師によるＹＷＴ
フ
（やさしく、わかりやすく、ていねいに）方式は、ゼロから学
ぶ受講生の方に大好評！
講生の方に大好評！！

また、基礎から実践レベルに無理なくレベルアップができる
また、基礎から実践レベルに無理なくレベルアップが
また、基礎
基礎
礎 から
か 実践レベルに無理なくレベルアップができる
プができるリボルビ
リボルビ

※

ング方式 で合
で合格力を確実に身に着け
合格力を確実に身に着けることができます
けるこ
ることができ
とが
ができ
できま ！！
できます
※

リボ
リボル
ボルビング方式 とは？
ボルビング方式

⒈ 基礎から実践レベルに無理なく、レベルア
基礎から実践レベルに無理
理なく、レ
レベル
ベルアップが
ルアッ
アップができる
プが
プ
ができ
できる
⒉ 合格力を確実につけ
格力を確実につけること
けることができる
こと
こ
とがで
できる
る
⒊ 効率的な学習方法
効率的な学習方法

① 問題をシャワーのように浴びるな！
問題を
をシャ
シャワ
ワー
ーのよ
のよう
うに
に浴
浴び
びるな
るな！
② 正解を追うな！
正解を
正解
を追
追うな！
うな
な
③ 感覚ではなく、知識で解け
感覚
感
覚で
では
はなく、知
、知
知識で解け
識で解 ！
識で

リボルビング式添削問題

わかりやすいテキスト

基礎的な問題→応用的な問題と学習の進捗に

テキストは、出 題 範 囲 の 各法令を一冊にしてあ

合わせて、繰り返して解くことによって、確実

り、合格に必要なすべての要素をわかりやすく

な合格力を身につけることができます。

まとめています。

➡ｐ7-8

インプットからアウトプットへ、どんどん移行する
ことができる基礎編、本論編、直前対策編
通関士試験は、実務未経験の方でもカリキュラムにしたがって学習していけば必ず合格できる試
通関士試験は、実務未経験の方でもカリキュラムにしたがって学習していけば必ず合
士試験は、実
実 務未
未 経験
経 の方でもカリキュ
キュラム
キュ
ラムにし
にしたが
にし
た って
って学習
学習
習して
していけば必ず合格
ず合格できる試
験です。マウンハー
験です。マウンハ
す。マウンハー
ンハー
ーフジャパンの「通関士絶対合格通信講座」では、通関士受験指導の第一人者
フジャパン
フ
フジャパンの「通関士絶対合格通信講座」では、通関士受験指導の第一人
ンの「
の「通関
通 士絶
通関
士絶対合
対 格通信講
信講
講座」では
座」では、
座」
では
で
は、通関士受験指導の 一人者
人者
である片山立志の監修のもと、無駄なく効率的に学習できるプログラム構成となっています。厳
片山立志の監修のもと、無駄なく
く効率
効 率的に
的に学習
学 できるプ
学習
プログ
グラム構成となってい
選され
選された良問を繰り返し学習することで、確実に合格に近づいていきます。
れた良問を繰り返し学習することで、確実に合格
格に近
に づ
づい
いてい
いきます。

受講生に大好評の
「実戦力通関実務演習テキスト」
がセットになっています！

片山立志先生の
「全国公開模擬試験」が
セットになっています！

「通関実務」科目に特化したマウンハーフジャパ

過去の本試験問題をさまざまな角度から分析し

ンオリジナルテキストです。

た、高品質な出題内容を誇ります。数多くの的

合否の分かれ道と言われている「通関実務」科

中問題を出しています。

目の対策はこの教材で確実に！

採点をご希望される方のみ、模試返送期間まで

➡ｐ10

にご返 送いただければ「通関士模 擬試 験 採点
表」を郵送致します。

法令改正もしっかりフォロー
関税関連法規は、毎年 4 月 1 日に改正され、試
験は通常 7 月 1 日現在施行されている法令により
出題されます。マウンハーフの教材は、他に類を
みないほど的確かつ充実の内容でばっちり◎
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➡ｐ13-14

通勤・通学、空き時間、
どこにいても学習できる
「 e ラーニング」つき！
通勤・通学時間やちょっとした “空いた時間” に学
習できて、時間を有効活用することができます。
ライブ映像を自宅の外へ持ち出すことができます。

➡ｐ9

スクーリングを
無料で受講できます！
通信という環境の中、常にモチベーションを高く維
持できるのはもちろんのこと、更にスクーリングに
参加して更なるモチベーションアップに繋げていく
ことができます。
※ 新型コロナウィルスの影響により、ｅラーニング
による実施に変更になる可能性がございます。

➡ｐ10

合格の心得！
通関士受験指導
第一人者

片山立志先生による
合格の心得！
片山立志先生の

必勝合格の心得
1.
2.
3.
4.
5.

素直な心で学習しよう
向上したい心を常に持とう
あきらめない心を常に持とう
短期実践で挑もう
毎日、短時間でもいいから学習をしよう
( 上の 3 つの心を "合格の心" と呼んでいます）
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テキスト紹介
わかりやすさを追求した教材
テキストは合格に必要なすべての要素をわかりやすくまとめています。関税法、関税定率法・関税暫定
措置法等、外国為替及び外国貿易法、通関業法、通関実務演習、各科目の重要なポイントを図解し、
一覧表などを多用して理解しやすいように解説。試験攻略のカギとなる輸出入の申告書作成については、
初めての方でも理解できるように特に詳しくふれています。そして別冊の法令集の巻末には、最新の関
連法令集を収録しています。あわせてご活用ください。

※テキスト内容は 2020 年版のものです。

輸入と輸出

2-4

輸入が許可されない場合

視覚的な工夫

輸入が許可されない場合
関税法の規定により輸入が許可されない場合とは、次の 4 つの場合である。

2

イラストや説明図を豊
富に取り入れました。
文章だけではイメージ

学習の内容

1. 輸入申告時等に他法令で定める許

1 輸入とは何か

可、承認等を受けていることについ
て証明等ができない場合

2 外国貨物とは

2. 輸入しようとする貨物に「原産地を
偽った表示」等がされている場合

で きない 事 項も、一

（関税法 71 条 1 項）

（関税法 70 条 3 項、76 条 4 項）

3 みなし輸入とは何か
4「輸出」と「積みもどし」

目で理解できます。

5「内国貨物」と「みなし内国貨物」
6 その他の定義

学習の内容を明示

3. 輸入しようとする貨物の関税等
が納付されない場合
（関税法 72 条）

各単元ごとに「学習の内容」
を明示。これからどんなこと
を学習していくのか、そのポ
イントが容易にわかります。

4.「輸入してはならない貨物」に該
当する場合
（関税法 69 条の 11）

上記 4 の「輸入してはならない貨物」については、Step5-4
5-4 で学ぶこととし、ここで
は、1 〜 3 について学んでいこう。

わかりやすい強調表記
55

堅い法律の条 文や専門用語
を分かりやすく解説。重要項
目は書体を変え、覚えやすく
してあります。

重要ポイント
とにかく覚えておかなければな

は単純な工程によるもので加工後において加工前の状態が判明できる程度のもの
の
。
をいう。又、他所蔵置許可貨物についてはこれらの行為を行うことができない。

らない重要な点をピックアップ

許
なお、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為について税関長から許
可を受ける場合には、所定の事項を記載した申請書を提出する（関税法施行令 34 条）。

（1）次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
1 つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」としなさい。

〈注意〉 保税展示場においても、 外国貨物の展示を行うことができるが、 この手

しコンパクトに整理。試験前等
の知識の確認に最適です。

続については、 関税法 62 条の 3 に規定されており、 貨物の取扱いの 1 つとして
の見本の展示とは区分して理解すべきである。
図表 3 − （16） 見本展示、 簡単な加工その他これらに類する行為

見本展示、簡単な
加工その他これら

指定保税地域

税関長の許可を受け

保 税 蔵 置 場

る必要がある。

に類する行為
他 所 蔵 置 場 所

①

税関長は、 運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認め
る 時 は、1 年 以 内 の 期 間 を 定 め、 そ の 期 間 内 に 発 送 さ れ る 外 国 貨 物 の 運 送
について一括して承認することができる。

②

郵便物（特定郵便物を除く。）は、税関長の承認を受け特定区間に限り、外

③

一括して保税運送の承認を受けた外国貨物で、運送の指定期間内に運送先に

国貨物のまま運送することができる。

到着しないものは、当該承認の日において適用される法令により、関税が課

行うことはそもそも

される。

できない。

3

④

税関長は、 保税運送の承認をする場合、 税関職員に当該承認に係る貨物の
検査をさせ、又、関税額に相当する担保を提供させなければならない。

（3）外国貨物の廃棄（関税法 34 条）

⑤

関税の徴収の確保（勝手に廃棄された場合、 関税の徴収に支障が生じる。） と

保税運送された外国貨物が指定保税運送期間内に到着しなかったため、 関

4

税が直ちに徴収された貨物は、内国貨物とみなされる。

いう観点から保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその
旨を税関に届け出なければならない。
ただし、 滅却についてあらかじめ税関長の承認を受けた場合は、 届出は必要な

（2）次の記述は、貨物の収容に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。

チャレンジ問題・解法

い（関税法 45 条 1 項ほか）。
〈アドバンスト知識 〉
（1）廃棄の意義（関税法基本通達）
廃
棄

滅

却

くずとして処分

各単元ごとにチェック問題を

焼却・散布・海中投棄等によりその形態を
とどめなくすることをいう。
腐敗・変質等により本来の用途に供されなく
なった外国貨物をくずとして処分すること。

短答式・語群選択式別に出題。
その単元についての理解度を

（狭義の廃棄）

（2）外国貨物の廃棄と課税関係（関税法基本通達）
① 滅 却 の 場 合 …… 直 ち に 保 税 地 域 の 許 可 を 受 け た 者 か ら 関 税 を 徴 収 す る。 し た
が っ て、 廃 棄 の 届 出 に よ り 関 税 徴 収 の 手 続 が 開 始 さ れ る。 た だ し、 ① 外 国 貨
物 が 災 害 そ の 他 や む を 得 な い 事 由により亡失した場合、 ②あらかじめ税関長
の承認を受けて滅却された場合には、関税は徴収されない。

確認できます。

る（納税申告をする）。

99

税関長は、 収容した貨物であって原産地について偽った表示がされている
ものを公売に付す場合においては、 当該公売による当該貨物の買受人に当
該表示を消させなければならない。

②

収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用
及び当該貨物に係る関税を納付して税関長の承認を受けなければならない。

③

税関長は保税蔵置場の許可が失効した場合においてその失効の際、 当該保
税蔵置場に外国貨物がある時は、直ちに当該貨物を収容することができる。

④

収容された貨物についてその解除を受けようとする者が関税法 83 条 1 項の規定
に基づき税関長に納付しなければならない収容に要した費用とは、収容貨物の保
管、運搬及び税関長が行った収容した旨の公告に要した費用並びに通信費をいう。

⑤

② く ず と し て 処 分 す る 場 合（狭 義 の 廃 棄） … 廃 棄 後 の 現 況 に よ り 輸 入 手 続 を す

7

すべてを選びなさい。

①

税関長は、 保税蔵置場にある外国貨物で腐敗又は変質のおそれのある場合
は、 当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から２年を経
過しないものであっても収容することができる。
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マウンハーフジャパンのテキストは、「関税法」に絞ってみてもこんなに本試験問題に出題されています！
コンパクトなテキストなのに、本試験問題がまるまる出題されており、しっかり内容を押さえてます！

通関士試験合格ハンドブック
「関 税 法 」75ページより

第 51 回本試験問題◎関税法等
第 4 問に出題
第4問

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、（

）に入れるべき最も適切な語句を下

の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1

関税法第67条の 2 第 1 項（輸出申告又は輸入申告の手続）の規定の適用を受ける輸入申告
については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る（

イ

）の所在地を所轄する税関

長に対してしなければならない。

2

外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者
は、関税法第67条の 2 第 1 項の規定にかかわらず、税関長の（
貿易船の（

3

ハ

ロ

）を受けて、当該外国

）を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

関税法第67条の19（輸入申告の特例）の規定により、
（
1 項又は第 2 項の規定にかかわらず、
（

ホ

ニ

）は、関税法第67条の 2 第

）に対して輸入申告をすることができる。

①

あらかじめ申出を行った税関長

②

いずれかの税関長

③

貨物を入れる保税地域等

④

貨物を外国貿易船から船卸しする港

⑤

貨物を引き取ろうとする輸入者

⑥

寄港するいずれかの港

⑦

係留場所

⑨

指定

通関士試験合格ハンドブック
「関 税 法 」112ページより

⑧

財務大臣

⑩

承認

第 51 回本試験問題◎関税法等
第 9 問に出題
第9問

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを
選び、その番号をマークしなさい。
1

保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する
外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。

2

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、税関長が特別の事由があるとして期間
を延長した場合を除き、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から 2 年で
ある。

3

保税蔵置場の許可を受けた法人の従業者が、保税蔵置場の業務について関税法の規定に違
反したときは、税関長は、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵
置場に入れることを停止させることができる。

4

保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から 3 月（やむを得ない理
由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間）を超えて当該保
税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の承認を受けなけれ
ばならない。

5

保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた
者から、直ちにその関税を徴収する。

通関士試験合格ハンドブック
「関 税 法 」267ページより

第 51 回本試験問題◎関税法等
第 21 問に出題
第21問

次の記述は、関税法に規定する過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するもので

あるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正
しい記述がない場合には、
「 0 」をマークしなさい。
1
2

過少申告加算税の額が 1 万円未満である場合には、過少申告加算税は徴収されない。
修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更
正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税について
の調査に係る税関による通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課さ
れない。

3

納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ
重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して 5 年前の日ま
での間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課され
る関税の額の加算は行われない。

4

修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税
について更正があるべきことを予知してされたものであっても、当該修正申告が更正の前に
されたときは、過少申告加算税は課されない。

5

過少申告加算税の計算の基礎となる関税額が 5 万円未満である場合には、過少申告加算税
は課されない。

※本試験問題は税関ホームページより
http://www.customs.go.jp/tsukanshi/51̲shiken/51shiken̲mondai.htm
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ｅラーニング
通信講座の為だけに収録した映像講義

クロマキー合成システムを使用した
熱気あふれる講義で、
自宅に居ながらマンツーマン授業を
受けているかのような臨場感！

ｅラーニング用に収録した映像なので
クリア な音質で
集中して学んでいくことができます。

テキストを読み進めるだけの学習ではなく、ライブ映像を通じて、
モチベーションの向上に加え、学習効率が飛躍的にＵＰ！
倍速機能つき！

マルチデバイス対応

e ラーニングでは、動画を「1.5 倍速」
「２倍速」等

パソコン、タブレット、スマートフォンなどに e ラー

倍速で見て学習することができます。受講する方

ニングが対応しているので、自宅に居ながらや、

が求めるそれぞれの講義スピードで、スムーズに

外出先、休日の図書館など、どこにいても様々な

学習していただけます。

ツールで片山立志先生の講義を受講することがで
きます。
※一部互換性のない機器もあります。

9

スクーリング（通信講座受講生のみ）
通関士受験指導の第一人者片山立志先生による
無料スクーリング
マウンハーフジャパンの「通関士絶対合格通信講座」では、受講生を対象とした夏の「通関士スクー
リング」を特別無料開催しています。学習内容は、通関実務科目の課税価格の計算問題に重点を置き、
計算力のアップを図ります。計算問題は解けば解くほど合格に近づくところですので、このスクーリン
グでの解説を活かして問題数をこなしていけば必ず合格に結びつきます！

また、通関士試験に関

連する大変重要な法令改正についてもスクーリングで解説しますので、安心して本試験に臨めます。

スクーリング詳細
講師

片山立志

会場

東京・名古屋・大阪・福岡（予定）

※ 新型コロナウィルスの影響により、
ｅラーニングによる実施に変更になる可能性
がございます。
片山立志先生によるスクーリング熱気に溢れた
アツい講義でした!!

ＭＨＪオリジナル教材
『実戦力通関実務演習テキスト』

2019〜2020年版
どこでもできる

「通関実務」科目に特化したMHJオリジナルテキス

通関士 選択式徹底対策

トです。輸出申告問題全５問、輸入申告問題全５
問ずつ収録！ 過去に出題された実務科目の頻出
問題を厳選し、出題しています。問題数をこなす
ことで実践的に実力が身に付くとともに、出題傾
向をとらえ、ポイントを押さえることができます。
また、丁寧な解説も記載していますので、自分の
弱みを知り、弱点をなくす対策を行うことができ
各コースに付属
各コ
スに付属
属
単品での購入可能。
MHJストア
価格：6,000円（税別）

るでしょう。この1冊があることで、徹底した実務
科目対策ができます。受講生限定のオリジナル教
材で試験合格へ一歩有利となることでしょう。

2019〜2020年版
通関士試験テーマ別問題
一般の全科目受験生にとって、通関士試験は合
格率が11%程度ですが、勉強のやり方を間違え
なければ、短期間で合格出来ます！
その強い味方が「通関士試験テーマ別問題集」
です。
単行本：408ページ
出版社：日本能率協会
本書は、近年の出題傾向を踏まえた本試験の問
マネジメントセンター
題と応用問題を、出題頻 度の高い分野を中心
ISBN-10：4820727109
に、テーマ別に整理して収録した問題集です。
ISBN-13：978-4820727101
丸暗記でなく、着実に本質を理解することがで
発売日：2019/3/19
きるよう工夫された定番の問題集です！
価格：2,600円（税別）

本書は、通関士試験の選択式試験の中でも、
とくに「語群選択式問題」に焦点を当てて、
各テーマを空欄記述式問題の形式で提示し
単行本：376ページ
て、 それぞれのポイントを図解しています。
出版社：日本能率協会
マネジメントセンター 実際の試験では「語群選択式問題」の配点
は他の出題形式の５倍に相当します。
ISBN-10：4820731653
ISBN-13：978-4820731658 そこで、これに集中して、過去の出題データと
発売日：2019/2/19
最新の法令改正点を踏まえて掲載しています。
※2021年２月改訂版
本書は、最新試験範囲を網羅できる、改正に
発売予定
準拠した試験対策テキストとなっています。
価格：1,500円（税別）

2020年版
通関士試験合格ハンドブック
本書のコンセプトは、基本を確実に理解するこ
と。重箱の隅をほじくるような異色の問題は、1割
程度しか出題されません。残る9割は基本に忠実
な出題であり、本書はその基本を中心とした合格
のための「エキス」がぎっしりと詰まっています。
単行本：792ページ
これによって、効率的に受験準備ができます。
出版社：日本能率協会
マネジメントセンター ･関税定率表の類注規定が効率的に学べる！
ISBN-10：4820727699
･新TPP、EU協定時代の原産地規則に準拠！
ISBN-13：978-4820727699
･課税価格がしっかりと学べる！
発売日：2020年12月改訂版
･さらに、2色刷のチェックペン方式なので、付属の
発売予定
下敷きを使って、用語・単語も容易に記憶できる！
価格：3,400円（税別）

10

コース紹介
通関士合格目標

本科生コース

法改正対応

教材内容

通信講座コース名

基 礎 編

テキストコース ゴールドコース

基礎編映像講義 全 8 回
（通関実務・関税法等・通関業法）

○
※12月14日
（月）
まで
お申し込みの方限定

レジュメによる講義

本 論 編

○

テキストコース ゴールドコース

テキスト
・「通関士試験合格ハンドブック」2021 年度版
・実戦セレクト重要過去問題集＆法令集（オリジナル教材）

○

○

・実戦力通関実務演習テキスト（オリジナル教材）
本論編映像講義 全 30 回

○

（通関実務・申告書演習・関税法等・通関業法）
ピッポッ・セレクト問題（オンライン穴埋め演習）
リボルビング式添削問題集 全 ８ 回（オンライン添削）

直前対策編
片山立志先生の全国公開模擬試験（2021 年度）
直前ポイント講義 全 23 回
（通関実務・関税法等・通関業法）

○

○

テキストコース ゴールドコース

○

○
○

このセット内容でこの価格！ 驚きの安さ！
しかも、これだけで合格力がすべて身につく！
全ての教材が他では手に入らないマウンハーフ特別教材！
安心と信頼の指導法が自慢です！
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各コースの内容

テキストコース
試 験対策として必要なテキストと演 習 用 教 材のパックです。
通関士試験合格ハンドブック
（2021 年度版）、実戦セレクト重要過去問題集＆法令集、実戦力通関実
務演習テキスト、リボルビング式添削問題集（全８回分）、そして片山立志先生の全国公開模擬試験が
付属します。
通関士試験合格ハンドブックの重要度が高い項目を中心に読み進めつつテキストのチェック問題、そ
して過去問題集に取り組みましょう。
隙間時間にはオンライン穴埋め演習、理解が深まった段階でオンライン添削問題に取り組みましょう。
通関実務対策として、実戦力通関実務演習テキストで演習を繰り返し、模擬試験で最終仕上げをします。
マウンハーフ独自の教材をもって、学習を始めていきましょう。

ゴールドコース
テキストコースの教材内容に加えて、
「基礎編」
「本論編」
「直前対策編」の映像講義（ｅラーニ
ング）が追加された、通関士試験合格のための実績とノウハウが凝縮された教材内容です。

この教 材だけで合格するための力を身に付けることができます。
「基礎編」は全 8 回、レジュメにより通関実務を中心に学習をします。
「本論編」では全 30 回、通関士試験合格ハンドブックをテキストとして、通関実務・関税法等・通関
業法の各科目の講義はもちろん、実戦力通関実務演習テキストの申告書問題の演習講義により、苦
手意識を克服します。
「直前対策編」では、本試験直前期に今年の試験で狙われそうな箇所、押さえておくべき箇所を解説
していきます。
映像講義と並行して過去問題を中心に問題演習をしっかりと繰り返しましょう。
これで合格までの準備は万全です。
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学習スケジュール
マウンハーフの通関士絶対合格通信講座、合格までのスケジュール
※１月から学習を開始した場合

学習スケジュール
体系を知る

インプット＆アウトプット

事前学習期間

基礎知識の定着を図る

試験対策のながれ

１月

２月

『基礎編映像講義』
『リボルビング式添削問題』の
第１回〜３回に取り組む
※オンライン添削
テキストを活用して、
基本を理解していきましょう！

受験手続き

基

礎

３月

４月

５月

６月

７月

『本論編映像講義』
『実戦力通関実務演習テキスト』
『実戦セレクト重要過去問題集＆法令集』に取り組む
※毎年 4 月 1 日に関税関連法規が改正されますので、
法改正情報があれば、お伝えします。

添削問題第４回〜６回に取り組む
※オンライン添削

編

本

論

編

余 裕をもって取り組みましょう！

受験要項・願書の配布
受験願書の受付

※受験手続きは各自で行ってくださいますようお願いいたします。

マウンハーフ通関士絶対合格通信講座は、本論
編・演習編・直前対策編という 3 つの講座が基本

て自宅にいながら通学講座を味わうことができると、
多くの受験生の方に大好評をいただいております。

となっています。各講座に進行度や目的など明確な
特徴があります。

受講生全員が合格されるよう片山立志先生を中心

これらパーツに分割された講義を、セットにする

にスタッフ一同惜しみなく指導させていただきます。

ことにより、個人の学習範囲や目的に合わせ、無駄

なお、マウンハーフでは近年の出題傾向を十分分

のない学習ができます。当講座ではわかりやすい

析して、ズバリ的中の模擬試験を行います。最近、

画期的なテキストに加え、ライブ映像・音声を通し

特に難易度が増した実務科目にも自信がつきます。

基 礎 編

本 論 編

直前対策編
法令や制度の改正等の最新情

基礎編を踏まえつつ、通関実

報も意識しながら、習得して

実務科目を得意科目に！

務・関税法・関税定率法等・

きた知識の総復習を行います。

基礎編から「実務科目」をや

通関業法を学習します。

さしく、わかりやすく徹底指導

実際に問題を解き、その後の

します。

毎回の学習内容がチェックで

解説で問題のポイントとなる部

初学者でも無理なく学習でき

きるオンラインによる添削問題

分を確認します。

るよう、通関士試験の内容全

等の実施で、理解度を確認し、

体をかみ砕いて学習します。

弱点を一つ一つ丁寧に克服し

より実戦に近い取り組みで実

ていきます。

力を身につけ、知識を完全な
ものにしていきます。

INPUT
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OUTPUT

※願書受付期間等の詳細は、受験願書の提出先（各税関）にてご確認ください。

学習スケジュール
正念場

本番

実践的学習

試験本番

８月

９月

全国模試にチャレンジ！ ➡ 採点表で、
今の実力がわかる！
全国模試の採点表で、
ニガテを克服しましょう！ 全国順位がわかる！
目標にすれば良い
得点数がわかる！
『演習編教材』で
⬇
アウトプットを身につける 『直前対策編教材』で最後
要点を絞って学習
の総仕上げに取り組む！

本

論

編

１０月

１１月

実力発揮のチャンス！

１２月
合格発表

ＭＨＪは皆さまの
合格を祈願しています !

直前対策編
本

試

験

※通年10月の第一日曜日が
試験日として設けられています。

受験要項・願書の配布
受験願書の受付

受講料及びお申込み方法
テキストコース
ゴールドコース
（本論編＋演習編＋直前対策編）

40,000 円（税別） お申込みは
ホームページから
150,000 円（税別）

https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/gokaku

お支払方法
❶クレジットカード決済
（VISA, JCB, AMEX, MASTER）

❷銀行振込
三井住友銀行

新宿西口支店（店番 259） 普通預金

7389071

株式会社マウンハーフジャパン（カブシキガイシャマウンハーフジャパン）

★ ★ ★ 嬉 し い お 知 ら せ ★ ★ ★

本試験に合格した方全員にお祝い金を進呈します！
マウンハーフでは、通関士絶対合格通信講座の受講生で、本試験に合格した方全員にお祝い金として
ギフト券を進呈しています。それに加えて、合格体験記を書いて頂いた方にはまた別に謝金を進呈致します！
片山立志先生の教材で、皆さんも通関士本試験の一発合格を目指しましょう！
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通関士試験概要

通関士試験とは？
通関士試験とは？
通関士となるためには、その資格要件として、
国家試験である通関士試験に合格しなければなり
ません。
通関士試験は、通関士として必要な知識及び能
力を有するかどうかを判断することを目的とし
て、財務大臣が決定する問題により各税関長が行

なお、東京税関、横浜税関、名古屋税関、神戸
税関に出願書類を提出される方は、受験願書及び
受験票に ２ か所の試験実施地のうちいずれか一つ
を明記のうえ提出してください。
また、輸出入・港湾関連情報システム（NACCS）

う試験で、昭和 42 年以来毎年 １ 回実施されており

を利用して受験願書の提出・受験手数料の納付を

ます。

行うこともできます。NACCS の必要な手続につい

通関士試験は、北海道、新潟県、東京都、宮城県、
神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、
福岡県、熊本県、沖縄県の全国 13 か所で行われます。
受験願書の提出先は、受験しようとする試験実
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施地を管轄する税関に提出してください。

ては、NACCS センターホームページを参照してく
ださい。
（https://www.naccs.jp/）
試験会場については受験票に記載して通知され
ます。

■ 受験資格

■ 願書提出日

年齢・学歴・経歴・国籍などの制限はない

例年 7 月下旬〜 8 月上旬

■ 受験地

■ 試験日

北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、

例年 10 月上旬の日曜日

静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、
福岡県、熊本県、沖縄県

■ 合格発表

※どこの受験地でも受けられます。
ただし、受験願書は受験地を管轄する税関に提出してください。

11 月下旬

■ 試験内容

※2019年度データ
出題形式、配点及び出題数
試験科目
選択式 ※1

択一式

選択式・
計算式

計算式

35点
（10問） 10点
（10問）

《1》通関業法

《2》関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外
45点
（15問） 15点
（15問）
国為替及び外国貿易法
（同法第６章に係る部分に限る。
）
《3》通関書類の作成要領
その他通関手続の実務

20点
（２問）

通関書類の作成要領※2
その他通関手続の実務

10点
（５問） ５点
（５問） 10点
（５問）

※1 「選択式」とは、文章の空欄に当てはまる適切な語句を選択肢から選んで解答する形式、又は五肢の中から「正しいもの」
もしくは「誤っているもの」を複数選択する形式です。
※2 通関情報システム（NACCS）を使用して行う輸出申告と輸入申告の問題を各 1 問出題します。

■ 試験時間
試験科目

時間

《1》通関業法

9：30 〜10：20

《2》関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法
（同法第６章に係る部分に限る。）

11：00 〜12：40

《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務

13：50 〜15：30

■ 通関士試験の合格基準
３科目行なわれる通関士試験のうち、

ʪ

（1）通関業法 60％以上
（2）関税法 60％以上
（3）通関実務では、輸出申告書・輸入申告書・その他の実務でそれぞれ 60％以上

上記が通関士試験の合格条件となります。各科目ごとに合格基準が設定されていて、この中でもし
１項目でも得点が 60％を下回ってしまいますと総得点が 60％以上でも合格とはみなされません。
このようにすべての科目において一定レベル以上の知識が必要となりますので、不得意科目がない
ように学習する必要があります。
※年により基準は異なります。
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合格体験記
通関士

私

Ａ. Ａ. 様（女性）

は、国際物流業界に興味があり、将来転職をする
際に少しでも有利になるように通関士試験を目指

そうと思いました。今回、２回目の受験で合格をすること
ができました。
最初の受験は３年前でしたが、仕事との両立が上手く行
かず、なかなか勉強の時間が取れませんでした。テキスト
もなんとか１周読み終えたくらいで本番を迎えてしまい、
恐らく１割程度しか点数が取れていなかったと思います。
不断の努力なしに、奇跡的に受かるような試験ではない
ということを思い知らされました。2018年に入り、以前
より自分の時間が持てるようになったので、再チャレンジ
をすることを決めました。
最初の受験の時もマウンハーフの講座を受講していまし
たが、勉強不足で、充実した教材を活かしきれなかった悔
しさや、片山先生のスクーリングがとても分かりやすかっ

通関士

こ

S. H. 様（女性）

の度、初めての受験で通関士試験に合格すること
ができました。

受講するにあたり、他社の通信講座と比較検討しました
が、通関士受験関係の書籍を多数執筆されている片山先生
の講座であることや、テキストの見やすさ等から、こちら
の講座を受講することとしました。
勉強を開始したのは2018年１月です。通関業務とは全
く関係ない仕事をしているため、最初はテキストを読んで
もなかなか頭に入ってきませんでした。とにかく試験の全
体像を把握することが必要だと思い、１つの項目にじっ
くり時間をかけるより、最初はテキストを読み進めること
に重点を置きました。テキストを２〜３周読み、試験内容
の概要が掴めたところで、問題を少しずつ解いていくよう
にしました。その際、問題で問われている内容が記載され
ているテキストのページを書込んだり、テキストの説明で、
関連する記載が別の個所の載っている場合はそのページを

17

ゴールドコースご受講

第52回通関士試験合格

た印象があり、再びマウンハーフにお世話になることを決

れるために市販のテキストも解きました。

め、試験の７ヶ月前から勉強を始めました。
不明点をクリアにしながら勉強したいと思うと、どうし
まずは、テキストをざっと読むところから始めました。

ても自分だけでは解決できない問題に直面することがあり

元々の知識がないため、最初からあまり細かいところまで

ました。マウンハーフではメールで質問を受け付けて下さ

把握しようとすると挫折してしまう可能性があるので、ま

り、非常に丁寧に解説していただき、本当に助かりました。

ずは全体像を把握することに努めました。それでも２周目、
３周目と読み進めていくと段々と理解ができてきました。

通関士試験は、合格率が低いこともあり、途中で挫けそ
うになることもありましたが、マウンハーフの皆様のおか

４周目以降は、細かいところや、自分に落とし込めてい

げで、自分を信じて突き進むことができました。通関士試

ないところをクリアにしていき、最終的に７周目くらいで、 験は、簡単ではないですが努力に応えてくれる試験だと思
ほぼ完全に理解できたという実感がありました。

います。
片山先生の「絶対合格するぞー！」は、自分を奮い立た

通関実務の申告書問題は、とにかく実践で慣れることが

せてくれる大切な言葉です。

必要だと思いました。通関実務演習テキストをスムーズに
回答できるようになるまでに10回以上解きましたが、次
第に答えを覚えてきてしまったので、より多くの問題に触

ゴールドコースご受講

第52回通関士試験合格

書き込んだりすることで、知識を点から線に繋げるよう意

習しながらその原因を探り、試験直前まで、やれることを

識をして勉強しました。片山先生の著書である「2018年

やろうと気持ちを切り替え、勉強を続けました。

版 通関士試験合格ハンドブック」も購入し、同時に読み
込みました。

受講生は、メールで不明点を質問することも可能なので、
勉強に行き詰った際は２度ほどお世話になりました。独学

また、講座に付いてくる「どこでもできる通関士」のテ

と異なり、不明点があればいつでも問合せできるというの

キストを用いて、語群選択式問題の対策を行いました。空

も受講の魅力だと思います。このようなサポートも受けな

欄に赤ペンで答えを記入し、赤シートで隠して覚える作業

がら、お陰様で１回目の受験で合格することができました。

を隙間時間に行いました。

勉強中、片山先生の必勝合格心得を何度か読み返しました
が、「あきらめない心」は特に自分の心に留め置いていた

上記の作業で知識がだいぶ付いてきたところで、貿易実

言葉で、最後の追込み時期の支えとなりました。今回、通

務の勉強を本格的に取り組みました。それが７月位です。

関士試験に合格でき、非常に嬉しく思います。本当にあり

輸出入申告に苦手意識がありましたが、１つ１つの問題を

がとうございました。

理由づけしながら何度も解くことで、力を付けていきまし
た。
８月の模試では思うような結果が出ませんでしたが、復
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通関士

実

T. T. 様（女性）

務経験は、半年以下でした。

マスターコースご受講

誤であるときの根拠を一つ一つ書き残していきました。

勉強方法については、教科毎に、下記の通り記

自分が正解していても誤が正解の時は解説と、テキスト

載させて頂きます。

の該当箇所を照らし合わせ、法的な根拠を確認しました。

①通関業法

そうすることで、暗記ではなく、理論で法律を理解して

以前受験したときから大幅に法改正があったので、テキ

いくことができます。

ストは一通り目を通しました。『通関業務・関連業務』
等、試験で狙われやすいところは通勤時間を利用し、何
度も読みました。

③通関実務
実務は、申告書と計算問題で満点とれば、合格ライン以
上になるので（６割）その２つをメインに学習しました。

②関税法等

申告書作成は、自分なりに作成手順を明確にすること

テキストに一通り目を通し、問題演習をメインにやりま

で、試験当日も落ち着いて問題を解くことができました。

した。問題演習は、なんとなく解くのではなく、解答が

HSコードの決定は、該当箇所の注釈に下線を引いてお

通関士

準

K. S. 様（女性）

備期間は丸一年で、一発合格に向けて必死に勉強
しました。

ゴールドコースご受講

不要なイメージ写真や絵などは一切ないので、無駄があ
りませんでした。

そして見事に合格出来たこと嬉しく思います。

そのため、ページ数や教材冊数も適切でした。不要に冊
数が多くなる通信講座に比べて使い勝手のいいものでした。

マウンハーフの教材を選んだ理由は、通関士を目指す前
段階で受験した貿易実務検定の際、マウンハーフの教材を

勉強時間は、ほぼ往復の通勤時間のみに行いました。保

選んだこともあり、私にとってはとても分かりやすいもの

育園児２名を抱えるワーキングマザーのため、机に向かっ

であったことが決め手です。

て勉強する時間は、試験直前の１ヶ月、毎朝３時に起きて

通関士

私

吉田 真 様（男性）

ゴールドコースご受講

は 、 始 め 貿 易 実 務 検 定 の Ｃ ・ Ｂ 級 を2014年 に 受

2015年の通関士試験で出題された申告書問題は難しく感

験し、合格したことから通関士を勉強し始めまし

じましたが、振り返ると、テキスト内で解いた問題におい

た。その後、2015年に貿易実務検定新Ａ級を受験、合格

て、的中している要素がたくさんあったと思います。

し、その年の通関士試験は残念ながら不合格となってしま

また、2017年の他社の全国模試において、実務申告書

い、2016年は実務があと数点足りなく不合格、今年の通

問題が、２年前の2015年時からマウンハーフの実務対策

関士試験で見事合格となりました。

講座で説明していた問題とほぼ同じ問題が出題されており、
先見の明を感じました。スクーリング参加時にいただいた

マウンハーフの通信講座を受講している際に片山先生及

資料は、今年の本試験でもばっちり暗記してから臨みまし

び講師の方々に教えていただいたことはとても大きかった

た。業法と税法は、テキストや過去問で勉強していると、

です。特に実務対策講座は、本番で役立ちました。

今年の法改正によって、正解が違ってきてしまうので、今

実務対策講座で使用している「通関実務演習テキス
ト」では、本試験に直結する問題も数多く掲載しており、
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年の法改正後の内容のみを覚えるようにしました。実務の
過去問は７年分をやりこみました。

第52回通関士試験合格
くと、紛らわしい品物でも自信をもって、振り分けられ

限』や『課税物件の決定』等のややこしく、試験で狙われ

ると思います。

易いところが表にされており、隙間時間に見直せるように

合格に不可欠な課税価格の決定は、テキストの他に過去

なっています。

10年分の計算問題を解いて網羅しておくと、計算問題

片 山 先 生 の 講 座 は （ DVD の み し か 受 け て お り ま せ ん

は勿論、申告書作成の時にも知識が活きてきます。

が、、）基本的なところからお話があるので、私のように

また、課税価格は択一式・選択式でも出題されやすいの

実務経験の少ない方・ない方にもおすすめです。

で、実践+テキストで法的な根拠を確認して知識の定着
を計りました。

大学時代からの、目標であった通関士試験に無事合格す
ることができ大変嬉しく思っております。税関長の確認を

マウンハーフ様のテキストを使うのは初めてでしたが、
痒いところに手が届くようなテキストで大変わかりやすく、
感銘を受けました。一例を挙げると、『納期限・法定納期

受け次第、通関士として勤務します。
長くなりましたが、皆様の合格を心よりお祈りしており
ます。

第51回通関士試験合格
実施したのみです。私はとにかく教材を読み込みました。
恐らく６回以上は読み込んだと思います。ひたすら電車内

やはり、自分の苦手意識がある範囲は試験でも苦労しま

でブツブツ読み込みし、覚えました。問題集も７回以上は

いましたが、初めての受験にもかかわらず、解ける快感が

解きました。

実感出来ました。

実務科目対策の問題で躓きましたが、解き方が理解出来
た結果、今回の実務試験にも繋がった問題もあったように

一発合格出来たことに感謝しています。ありがとうござ
いました。

感じます。

第51回通関士試験合格
たまるかと、必死になって電卓を叩いてマークシートを埋
本試験では、申告書は難しいからと、選択問題から先に

めきった結果、今年の申告書の輸出、輸入問題はともに満

解き始めたため、実務の最後の残り20分くらいで、後回

点！計算問題も満点でした。今でも、あの時の言葉が、合

しにした輸入申告書のマークシートが埋められていず、計

格の決定打になったと思っています。

算問題にも手がついていなかったときに、講座で聴いた講
師の方の言葉がよぎりました。

一昨年〜昨年と、実務が非常に難しく、不合格となって

「私も本試験では最後の５分で誤りに気付いて手直しをし

しまい、こんな試験勉強しても本当に受かるだろうかと

たりしてそれで合格でした。」

思ったこともありましたが、片山先生の「素直な心。あき

「誰しも時間が足りないものです。最後の最後のギリギ

らめない心。」で頑張ってきて、よかったと思います。

リまで諦めないで。絶対勝つんだ、今年絶対合格するん
だ。」
という言葉を思い出し、解ける問題で時間切れになって

遡ると約４年間、貿易実務検定から、通関士試験まで、
マウンハーフを通して学んできたことは、本当に自分の財
産になったと思っています。ありがとうございました。
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今

石山 清吾 様（男性）

エクセレントコースご受講

年の試験は二回目の受験でしたが、見事合格する

く理解しているかを問いかける問題が多く、実試験を想定

ことができました。

した受験対策ができます。

通関士を受験しようとしたきっかけは、物流業界の国家
資格に興味を持ったことです。「経済活動に欠かせぬモノ
を支えたい！」と物流業界を志望し、今では法律面などで
力になりたいと思っています。

②スクーリング
ＤＶＤで映像講義を視聴するだけでなく、この通信講座
は、「スクーリング」という片山先生が直接教鞭をとる集

受験対策として、マウンハーフの通信講座を受講した理
由は、図書館で目にした片山先生の書籍を読んだことから

団講義を実施しています。それにより、直接先生に指導を
受け、疑問の解消といった理解度の成熟が可能になります。

です。
とても丁寧で分かりやすい説明が印象に残っていました。 ③テスト、模擬試験
そして、教材である映像講義を受講し、片山先生の「魂の

上記の正しい理解度をまた違う方法で試すことができま

叫び」を視聴することでより自分も絶対合格するぞ！と気

す。講座に組まれている実務演習問題集と、８月に実施す

持ちが高ぶりました。

る模擬試験です。本番形式のテストを行うことで、自分の

特にマウンハーフの通信講座を受講して良かった点を３
点紹介したいと思います。

弱点、意外な落とし穴に気が付くことが出来ます。弱点を
理解できれば、それを克服することで自分の能力を伸ばす
事につながります。

①実践に近い問題集
通関士試験の問題は、法律の条文を基にひねり出した問

そして、何より私がこの通信講座を薦める理由は、「徹

題が出題されます。つまり、法律の正しい理解が求められ

底サポート（面倒見の良さ）」です。テキストだけでは分

ますが、この通信講座のテキストと問題集は、法律を正し

からない「法改定」について、ＤＶＤやスクーリングで丁

通関士

2013

大石 哲也 様（男性）

マスターコースご受講

年に初めて通関士試験を受験し、今年で
５回目になる受験で合格致しました。

５回目の受験で絶対に受かってやると思い、今まで市販

私が通関士を目指そうとした理由は二つあります。

の参考書による独学で勉強する方法をやめて、実績があり

一つは、2013年に通関業者の通関部門に従業者として働

カリキュラムも豊富なマウンハーフ様を選ばせていただき

いていました。通関士でなければ自ら税関に申告をするこ

ました。通勤時間、土日をフルに費やして合格するまでに

とが出来ません。そこで私は自分のできる仕事に限りがあ

約500時間以上勉強しました。

ると実感し受験を志しました。しかし、仕事の忙しさや試
験の難しさから３回目の受験あたりからもう自分には無理

私の勉強方法として、３月〜５月までは、実務の計算問

なのではないかと思い始め、通関部門から管理部門への異

題や申告書、税番を徹底的に勉強しました。その後、６月

動も重なり、受験を断念しました。

から関税法等に取り掛かり、問題集は10月までに４回は解
きました。

私が再び通関士試験を志そうと思ったのは、転職後に貿
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易事務と営業事務の仕事をしているときに、貿易や通関の

問題演習で大事なことは、いかに本番と同じ状況で取り

知識はあるけれど、自分には資格を証明するものがないと

組むことができるかだと思います。市販の問題集では〇×

いうことに気付いたからです。知識と資格の両方を持ち合

をひたすらこなしていくものがありますが、私はこの形式

わせていれば、仕事上で輸送キャリアに対して料金交渉の

は実践力がつかないと思いました。マウンハーフ様の問題

際に有利になれると思いました。

集は本試験と同じ構成で、択一式・選択式・語群選択の問

第51回通関士試験合格
寧に解説してくださりました。

こで疑問点を片山先生に指導していただいたことも良い経
験です。その甲斐あって、８月の模擬試験では、落ち着い

私は過去に一度通関士になる夢を諦めかけたことがあり
ます。それは2015年に初めて通関士試験に挑戦した時で

て問題を読み、選択肢の誤っている部分にはバツをつける
余裕ができました。

す。独学で挑んだ試験の問題に太刀打ちできず、私はズタ
ズタにされました。それからは「自分には向いていないの
では」と考え、翌年の試験を受験しませんでした。

しかし、通関実務はこれまで時間がさけず、模擬試験の
実務では何も出来ませんでした。90以上の項目を覚える
事は大変でしたが、「合格するぞ！」という片山先生の言

しかし、図書館で片山先生の通関に関する書籍を読み、

葉を胸に、一つ一つ取り組みました。通関実務の苦手意識

「もう一度やってみよう」と考え、すぐにマウンハーフの

を無くすために、休日は図書館で関税定率表を開いたほど

通信講座を申し込みました。それが2016年の秋の事です。

です。

そして私は、片山先生の講義とテキストを手に、自己と
向き合いながら戦いました。
学習を始める上で何から始めたかというと、上記の問
題集やテストで間違えた部分に着目し、自分の弱点をつ

今年の試験を無事合格できた理由は、自分といかに向き
合うか――これが大きなカギでした。苦手分野は後回しに
しがちですが、それに目を向けた時、それは成長の大きな
一歩になると感じました。

ぶすことです。当初は、「苦手分野に取り組むのは嫌だ
な」と考えていましたが、「弱点があれば、成長につなが

最後に、自分一人だけで戦うわけではありません。そば

る」「これを乗り越えれば、合格への大きな一歩になるの

で支えてくれるバディ（相棒）が、マウンハーフの通信講

だ！」と前を向いて取り組みました。テストを解いては

座です。一人でも多くの受講者が合格して、合格体験記を

隅っこに書き込みをし、スクーリングに積極的に参加、そ

投稿できることを祈っています。

第51回通関士試験合格
題です。この形式に慣れていないと、試験本番において、
数十題ある問題を１から５の文章を読んで正答を導くこと
に苦労するかと思います。また社会人で仕事をしながら勉
強を続けることは決して楽ではないので、いかにモチベー
ションを維持できるかが、ポイントになると思います。
今年の試験は、従来の試験より難問といわれるものが少
なく、勉強をしっかりやってきた人には合格することがで
きた試験だったと思います。このように私が思えるのも、
試験当日日まで「絶対に受かってやる」という強い気持ち
を持ち続けて取り組んだからだと思います。これからチャ
レンジされる皆様には、自分を信じてどうか頑張っていた
だきたいと思っています。試験合格まで質問事項への迅速
なご返信や添削をしていただいたマウンハーフ様の方々に
感謝申し上げます。
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通

M. M. 様（女性）

関士試験を初めて受験し、一発で合格しました。

マスターコースご受講

ど読み込みました。

私の場合は、４月に受験申込をしたものの、仕

関税法は特に範囲が広いため、勉強するときに最初から

事の関係上、本格的に学習を始めたのが８月からとなって

テキストの内容をノートにまとめていくと時間を必要以上

しまいました。「今からだと勉強しても間に合わないし今

に使ってしまいます。

年は諦めようかな・・・」と一瞬悩んだりもしましたが、
どうしても今年一発合格したいと思い、そこから猛勉強を

最初の１周目は、ノートに写す部分を必要最小限にとど

始めました。１日６時間以上は勉強し、トータルの勉強時

め、２周目以降から、自分の苦手な部分や問題で間違った

間は350時間を超えていたと思います。

部分をノートにまとめていくと効率が良いのではないかと
思います。

勉強方法としては、まずは基本をしっかり覚えるため、
付属の映像講義を視聴しながら、関税法のテキスト→関税

基本ができるようになったら、付属の添削問題やテーマ

定率法のテキスト→通関業法＆実務のテキストの順で進め、 別問題集、実戦力通関実務演習テキストを通して、数多く
テキスト内の問題が全問正解できるようになるまで３周ほ

通関士

私

の問題に触れるようにしました。

R. N. 様（男性）

は現在派遣社員として海上輸出に関わる業務を

第51回通関士試験合格

きたと実感しています。

行っているのですが、将来的なキャリアアップに

繋げたいと考え、第51回通関士試験の合格を目指し、一

テーマ別問題集については、単元にもよりますが本番まで

年前の12月頃から学習に取り組みました。過去二回受験

に最低三周以上は取り組みました。特に不正解だった所や

歴があるのですが、いずれも市販の教材をメインにして独

あいまいな所については、付箋を貼るなどし、自信を持っ

学で失敗した経験から、今回は通関士試験において確かな

て正解できるようになるまで重点的に解いていくようにし

実績のあるマウンハーフの教材で学習する事を決めました。 ました。
「今回こそは必ず合格してやるのだ」という思いから、

また、実務については、苦手な方も多いと思いますし、

過去二回不合格だった際の受験歴における改善点を洗い出

私もその中の一人でしたが、ベーシックマニュアルで基礎

すことにしました。そこで導かれた答えというのが、「イ

から丁寧な解説のもとに学習ができました。さらに演習テ

ンプット偏重型の学習方法になっていた」という事でした。 キスト、直前演習の教材で応用に至るまで確実に理解を進
めることができました。個人的には課税価格決定の原則が
今になって分かるのですが、通関士試験においては、問

独学時に苦手意識が強い単元のひとつだったのですが、片

題演習の経験値というのが非常に重要であったにもかかわ

山先生のスクーリングを通じ目から鱗が落ちるような解説

らず、当時はインプットの作業に終始し、アウトプットに

をして頂き、着実に理解することができました。

あまり取り組まなかったことが大きな敗因だったのではな
いかと分析しました。そこで、51回試験に臨むにあたっ
ては十分な問題演習をしようと心がけました。

仕事をしながらの受験勉強でしたので、身体的にも精神
的にも正直もう無理かも、と思った日は少なくありません
でしたが、片山先生の熱いエールにいつも背中を押される

マウンハーフの教材は、基幹となるテキストのベーシッ

思いでしたし、諦めず最後まで努力して本当に良かったで

クマニュアルに加え、テーマ別問題集、実務演習テキスト、 す。片山先生はじめマウンハーフの皆様に感謝申し上げま
リボルビング添削課題など、アウトプットの為のものが豊
富でしたので、本番までに充分に力をつけていくことがで
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す。ありがとうございました！

第51回通関士試験合格

そして最後に過去本試験問題を取得し、本番に備えまし

わないかもしれない」というプレッシャーから頭が痛くな

た。テキストの問題をしっかりこなしていると、過去問題

ることも多々あり辛い時間もあったため、多少無理をして

も比較的すんなりと解けるようになりました。

でも前もって時間を作り勉強すると余裕をもって試験に挑
めると思います。

そして、受講生限定の片山先生による直接指導が受けら
れる「スクーリング」は、大変おすすめです。私は本格的

これから試験を受けられる方は、毎日少しでも勉強する

に学習を始める前に１度参加させて頂いたのですが、この

時間を作り、試験２ヶ月前（８月〜９月）は、苦手分野の

時に課税価格の計算の問題を詳しい解説付きで教えて頂い

集中対策や過去問題に充てられるよう余裕をもって勉強さ

たので、本格的に勉強を始めたときも課税価格の計算につ

れると十分かと思います。

いては困ることなく身につけることができました。

逆に、勉強が思うように進まず模試の結果がうまく振る
わないとしても、そこからの勉強次第で挽回も可能です。

合格できたものの、２か月という学習期間は、「間に合

通関士

通

最後まで諦めずに合格を目指して頑張ってください！

H. W. 様（男性）

関士試験には、平成28年・29年と受験し、２回目
の挑戦で合格することができました。

第51回通関士試験合格

○通関実務科目の学習時間を確保する
通関士試験は、「通関業法」・「関税法等」・「通関実

本試験については、合格率も例年より約10％も高く、

務」の３科目でそれぞれ６割以上が合格点の目安ですが、

運にも恵まれていました。また一方で、最後まであきらめ

通関実務の難度が圧倒的に高く、大半の受験者はこの科目

ずに自分なりのベストを尽くせたことも、結果につながっ

の出来で合否が分かれます。総学習時間の約半分を通関実

たと感じています。勉強方法については、１年目の失敗も

務に当てるつもりで学習計画を立てても良いくらいだと思

含め、下記のポイントで行いました。

います。ただ関税法等のボリュームもかなり多く、学習時
間が不足しがちですので、学習計画は適宜見直しましょう。

○通信講座を利用する
法令改正に対応した教材が早めに入手できますので、無
駄なく学習を進められますし、教材を探す手間も省けます。

○問題集を中心に学習を進める
まずはテキストですが、最初は内容をきっちりと覚えな

テキストも分かりやすく、問題集・添削問題・法令改正対

くてよいので、なるべく短期間で一読します。読み終えた

策も充実しています。本気で合格を目指すなら、利用した

ら、１問１答形式で問題集に取り掛かります。分からない

方がよいと思います。

問題はすぐに解答・解説を見て内容を確認し、再度テキス
トで該当箇所を確認していきます。問題集⇒テキストと学

○勉強する習慣をつける

習することで、問われるポイントが見えてきますので、テ

１回目受験時は、週末にまとめて勉強していましたが、

キストや条文を丸暗記するよりは効率がよいです。３科目

私の場合１〜２時間で集中力が切れてしまい、内容があま

分の問題を一通り解いたら、また最初から問題集を繰り返

り身についていませんでした。そこで２回目受験時は、勉

し解き直します。最終的には、類似の問題文や選択肢を見

強する習慣をつけようと思い、まずは１日30分だけでも

たら反射的に答えられるようにします。私の場合は、問題

よいので、毎日テキストを開くことを心掛けました。最初

集の問題を５回ずつ繰り返し解きました。

は苦労しましたが、慣れてくると平日でも１〜２時間勉強
できるようになりました。長い学習期間になりますので、

以上、一例として挙げましたが、自分に合った勉強方法

無理なく続けられる勉強方法で取り組むことが大切です。

を見つけるための参考として頂ければ幸いです。これから
通関士試験に挑戦する方々のご健闘をお祈りいたします。
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T. T. 様（男性）

50回通関士試験に、２回目で合格しました。２年
連続片山先生のご指導を受け、合格まで導いて頂

き、心より感謝しております。通関士試験を受けようと

ゴールドコースご受講

②ノートの活用
通関実務以外の試験問題には、暗記問題がメインなので
覚え方は大事だと思います。

思ったのは、海外営業の仕事をしており外国語の勉強はも

輸出と輸入は、比較しながら異なるところだけを丸暗記

ちろんですけど、更にスキルアップしたかったので、貿易

すれば、効率が倍増となります。ＡＥＯ承認要件も貿易管

関係の国家資格が通関士だけと知り、決意しました。

理令の規制項目も同じやり方で暗記することをオススメし

僕の場合、母国語が日本語ではないため、試験を受ける

ます。

前に日本人の倍以上努力しなければ合格まで辿り付けない
覚悟をしていました。個人個人の状況が異なるかもしれま
せんが、僕自身の経験談としてシェアさせていただきます。

③実務問題は山場
実務問題といえば、通関士試験の山場といっても過言で
はないと思います。

①時間は作るもの

解き方が分かっていても時間が足りなくて間に合わな

海外営業の仕事をしており、年間の約半分以上は海外で
お客様と商談するため飛び回っています。なかなか勉強す
る時間が取れないのが現実です。

かったという辛い思いが１回目の試験で体験しました。や
はり練習を重ねて取り組むしかないと確信しました。
僕の場合、日本人より問題を読み取るスピードが若干遅

飛行機で移動する時に、関税法、関税定率法、通関業法

いため、輸出申告書と輸入申告書を解けるようになるため、

のテキストをしっかりと読んで基礎を固めました。平日に

最低1時間は取っておかないと、正解する自信はありません。

はなかなか時間取れませんが、週末の休みを取ることが出

だからこそ、申告問題の前の問題で、どれだけ時間を短縮

来れば、二日間たっぷりと時間を使って教科書を読んでい

できるというのは、合格の鍵でした。

ました。

通関士

今

T. I. 様（男性）

ゴールドコースご受講

回 の 第 50 回 通 関 士 試 験 が 初 め て の 挑 戦 で し た 。

また、期間中にスクーリングがあること、直前対策とし

きっかけは2015年秋に社内異動で海外物流部門に

てＤＶＤがつくということでゴールドコースを選択しまし

配属となったことです。

た。通関士試験を受けると決めるまで、そもそも通関士と

直接通関業務に携わることはないものの、せっかくなの

はどのような職務なのかよくわかっていなかったこともあ

でその分野での専門的な知識を身につけたいと思い通関士

り、とにかくマウンハーフジャパンの通信講座と心中する

試験に取り組むことにしました。

覚悟でスタートしました。

学習方法については、勤務地の関係から教室への通学は

受講申し込みは、１月の中旬に行いましたが、本格的に勉

困難だったこと、そして完全に独学でやりきる粘り強さも

強をスタートしたのは、３月に入ってからでした。トータ

無いことは自覚していたので、通信教育を受講することに

ルの勉強時間は500時間程度だと思います。

しました。
また、通信教育のテキストには、書店で購入する通関士

最初、何から手を付けて良いか分かりませんでしたので、

試験の書籍よりも合格に直結するエッセンスが多数盛り込

取りあえず関税率表の品目コードの暗記から始めました。

まれているだろうという期待もありました。

しかし、関税率表の品目コードが実際の試験でどのように
出題されるかすら理解していなかったので、集中して記憶

通信教育については、ネット検索で数社選定し、実際に

できず頓挫してしまいました。

無料ガイダンスに足を運んで話を聞いたりもしました。そ
の中で一番私にとって分かりやすそうだったのがマウン
ハーフジャパンのテキストでした。
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そこで、原点に戻って「通関業法」のテキストで通関業
とは…から学ぶことにし、続いて「関税法」「関税定率

第50回通関士試験合格
・電卓の使い方（メモリの使い方など）

④Practice Makes Perfect
試験準備と試合準備は、ある意味、共通点があると思い

・申告書問題対策（過去約10年分の申告書問題を２回繰

ます。コンディションの調整が重要となります。試験日の

り返しスピードアップの訓練）

１ヶ月前から必ず毎日実務申告書問題２問を解いて時間を
測りながら練習します。申告書問題といえば、課税価格の

・統計品目表の読み方（確かに分類のコツがありますが、

調整が必ず出るので色んなパターンがすでに決まっていて、

全てカバーするというのは、現状として不可能でした。そ

どのパターンかを判断し、考えずに、ルーティン通りやれ

れでも、できる限り過去問題を通じて、まずは基礎を固め

ば、最短時間で解けると思います。あくまでも、個人の体

ること。また、インボイスがすべて英語で書かれています

験談かとは思いますが、特に、母国語が日本語ではない場

ので、品目のキーワードを分からないと、分類できない大

合、一番克服しなければならないことは、試験時間との闘

ピンチもたまにあります。英語で統計品目表をスキャンす

いだと思います。どうしたら、解く時間を短縮できるのか

る（読み通す）練習もしたほうがいいと思います。）

は、僕の課題です。

・必要ない計算はしません（問題の場合、品目の順番さえ

最後に片山先生が言う通り素直な心、向上したい心、諦

分かれば正解できるので、品目ごとの申告価格を計算する

めない心、この３つの心は合格の鍵となると思います。合

必要がないはずです。最短時間で、輸出申告書問題をクリ

格するか失敗するかではなく、合格するか諦めるかしかな

アし輸入申告書問題に時間を回したほうが有利だと思いま

いと思います。僕は、失敗しないと信じて、できる！と信

す。計算のコツは実戦力通関実務演習テキストより掴んで

じて、日々精進しましょう。夢は追いかけていると意外と

ください。）

追い付くもんだ！

第50回通関士試験合格
法」のテキストの順に展開することにしました。
テキストの１周目はあまり内容を理解できませんでした
が、２周目、３周目と繰り返していくうちに徐々に文章の

また、この段階で本番さながらの緊張感を味わえたこと
はプラスだったと思います。通関書類作成・通関実務が時
間との戦いであることが理解できました。

意味が理解できるようになってきました。
この時期（４月、６月）に行われたスクーリングは、片

残りの試験本番までは、「通関業法・通関実務」「関税

山先生から直接指導を受けることができるだけでなく、他

法」「関税定率法」「通関実務

の受講生と机を並べて学ぶ機会が得られ大変刺激になりま

「テーマ別問題集」のテキストの反復に集中しました。

した。
通関実務に着手したのは６月からで、主に回答を導く手順
を学びました。

実戦力演習テキスト」

その時は、片山先生の学習心得である「素直な心」
「向上
したい心」「あきらめない心」を呟くことが多かったです。
本試験では、通関業法や関税法・関税定率法はなんとか
合格ラインに届いたように思いましたが、通関書類作成・

８月に入り、実践練習が必要と考え、マウンハーフジャ

通関実務では「歩留まり率」問題等に翻弄され結果を知る

パンの模擬試験や他社の模擬試験を受けました。そのうち

までは完全に諦めておりました。ですので、途中であまり

の１つは「Ｅ判定」で、３科目とも正答率60％超えはな

結果がでなくても10月の本番まであきらめずに継続して

く、通関実務に至っては30％弱でした。

やり抜いて良かったと思います。

もちろん気分的にはかなり落ち込みましたが、テキスト
もまだ２周目でしたので、継続すればこれ以下の成績はな
いだろうとも思えました。

これから受験される方も、マウンハーフジャパンのテキ
ストを信じて合格を勝ち取っていただければと思います。
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通関士

私

M. O. 様（女性）

は2015年から２回受験しました。私も他の方の合格
体験記を読み、元気づけられた一人です。

第50回通関士試験合格

トなども参考にしました。
出題の範囲が広いので、覚えるよりも多くの問題にあたる

現在小学生の子供を持つ母で、親の介護中ですので、まと

ことが大切だと思います。中でも輸出申告書と輸入申告書の

まった時間がとれない中での勉強方法など、私の体験がすこ

ふたつが配点としても大きく、難問であると思いますので、

しでもお役にたてればうれしいです。

この勉強方法を詳しくお伝えいたします。

私が通関士の試験をうけようと思ったのは、現在、貿易事

まず多くの問題にあたることですが、過去問をするのはも

務の仕事をしており、基礎的なことはわかっているだろうと

ちろんですが、２年受けてみると、過去問では出てこなかっ

の思いからでしたが、実際に勉強をはじめてみると、初めて

た「歩留り」「輸入割当品目」など新しい語句があり、過去

知ることばかりでした。

問だけでは知識として足りません。私は他校の模擬試験も活
用して、とにかく場数を踏むようにしました。

１年目は通関実務にあまり勉強時間をとれていないまま受
験し、通関業法・関税法のみ合格ライン。通関実務は散々で
した。
２年目は通関実務をメインに勉強し、通関業法と関税法は
６月あたりから始めました。

また、当日初めてみる分類表があると、１年目はそれだけ
でパニックになりましたので、２年目は分類表を読み物とし
て一度すべて目を通しました。中でも各項の注と号注は試験
に出てくるので、理解できるまで読みました。

１年目は、ある意味通関士試験を甘くみておりました。６
割とれれば合格ですし、通信教育をしっかりしていれば半年
くらいの勉強で合格できると思っていました。

また、食品はここ数年問題としてでてきていますので、枝
番の細かいところも英語と日本語と両方読むようにしました。

しかし、テキストもすべて理解することはできず、通関実

あとは、課税価格に算入・不算入の正誤が重要なので、税関

務にあたっては、８月の模擬テストの１週間前からやっと始

のホームページにある「課税価格の計算方法」を何度も読み

めるといった、今思えば落ちるのは当たりまえのスケジュー

返しました。

ルでした。

こちらはＱ＆Ａのようになっているのでわかりやすく、実

もちろん結果は散々たるものでしたが、通関業法と関税法

際ここから同じような問題がでており、やっておいてよかっ

が６割以上とれたのは、マウンハーフのテキストのおかげで

たと思います。こちらも、本番に向け、９月からは時間をは

あることは間違いありません。

かってとりくみました。

試験対策用の無駄のない表記とイラストによるわかりやす
さ、そして間違えやすい箇所が重点的に載っており、短い時
間内でも勉強しやすかったです。

今年度から試験時間が100分になりましたので、輸出申告
書:20分、輸入申告書:40分、選択・択一:25分、計算:15分

読む時間がないときは、５分でもぱらぱらとめくって眺め

で解けるように、過去問や模擬テストを繰り返しました。だ

ておりました。何度もすることで不思議と頭に入っていきま

いたいのペースがつかめると、本番で少しは落ち着いて問題

した。

にあたれると思います。
実務はスピードと正確さが求められるため、難関であるこ

通関業法・関税法は、２年目も浮気をせずにテキストはマ
ウンハーフのもののみを使いました。
また実戦用として、過去の本試験問題を４年分とマウン
ハーフの添削問題・模擬テストを最低２回ずつ解きました。

とは間違いありません。私もケアレスミスをしてしまいまし
た。当日平常心を保つのは難しいですが、できるだけ多くの
問題にあたり、電卓をたたき、語句を増やすことで、焦りは
すくなくなると思います。

この２科目については、だいたいの傾向があるので、テキ
ストをすべて理解してから、過去問を解くよりは、同時進行
していく方が良いと思います。問題を解いてみて、解説を読
み、わからなければテキストに戻るといった方法で、進めま
した。

最後に、私の名前が官報にのっていると人から伝えられた
ときは、同姓同名かと疑っておりました。
でも、家に帰ると税関から合格証書が届いていました。本
当にうれしかったです。子供がいて、親の介護があって、時

こちらに関しては、８月頃からタイムをはかり、予行演習

間がとれない中でも、あきらめない気持ちで勉強をつづけま

しましたが、コマ切れの時間しかとれず、きちんと本番さな

した。どんなに短い時間でも続けることで、合格することは

がらで予行演習できたのは、模擬試験の時の１回のみです。

可能です！

それでも目標の時間を決めてすることで、十分力はつきま

来年度は大きな法改正が予定されており、今まで覚えたも

す。実際本番でもこの２科目は時間が余り、見直しをするこ

のが無駄になると思われるかもしれませんが、その知識があ

とができました。

れば、改正があったところがどう変わったかわかります。
改正箇所は試験にでていますので、チャンスととらえるこ

通関実務に関しては、テキストとしてはマウンハーフのも
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ののみ使いましたが、税関のホームページや他校の模擬テス

ともできます。一人でも多くの方が、ご自身の夢を実現でき
ますよう、心より祈念しております。

通関士

第

K. S. 様（男性）

50回通関試験に１回目で合格しました。
学習期間は４月頭から９月末の６カ月間、トータ

ルの勉強時間は500時間程度でした。
自己採点では通関業法が９割、関税法と通関実務が６割
程度の正解です。

第50回通関士試験合格
年分を最低でも８割は解けるよう努めました。
私がマウンハーフジャパン様を受講した理由は、片山先
生の提唱する５つの必勝の心得を見たことにあります。
『諦めず毎日やること』。
途中伸び悩むこともありましたが、必勝の心得を守れば
いいだけだと信じたことは継続の励みになりました。

最初は関税法の教材を読み進め、記憶に定着せずとも、
今は全体像をぼんやりと理解する程度で良いと考え、まず
は最後まで読むことに集中しました。

これから通関士の試験を受けられる方は、毎日少しでも
勉強できる時間を作り、諦めず継続してください。長期間
の勉強を要する資格だけに、最初は中々覚えられず、理解

最初の１カ月は読むことだけをこなし、その後は問題集
を解き、５択全て○△×と三段階の判定で控えておき、△

できず、苦しい時期が続きますが、５つの心得さえ守れば、
次第に記憶が定着し問題を解くことが楽になります。

と×を繰り返し解きました。
７月からは実務問題と申告書問題に着手。金額の加算・

通関士試験は理解度を問われると感じました。問題を解

非加算は暗記では対応できず、配点の関係上合否に直結す

くことよりも、プロの方の解説を理解することを重視して、

るため、根拠の理解に努めました。

合格を目指して頑張ってください。

８月からは３科目１セットの過去問をＷｅｂで取得し、
本番のつもりで１日１回必ず着手しました。最終的には７

通関士

今

K. O. 様（男性）

回の通関士試験の受験を含めて私は２回目でした。

第49回通関士試験合格
出ないため間違えることが多々ありました。

貿易関係の仕事がしたいと思い資格を探していた

ところ通関士試験を知り受験を決意しました。

そこで活用したのがマウンハーフの通関実務用の追加教
材でした。これは申告書の解き方を一から解説しており非

学習期間は約８か月で、通関士試験の学習期間の目安が
約半年と聞きますが働きながら学習するため早めに開始し
ました。学習時間は約250時間です。

常に分かりやすい内容でした。
これを使用することにより徐々に正答率を上げることが
でき本番で実力を発揮することができました。

今回マウンハーフを選んだ理由ですが、１回目の受験の

働きながら学習ですと学習時間の確保が難しいため休憩

際、通関実務の申告書の問題で得点を落としてしまい合格

時間や通勤中にテキストや問題集を解くなどわずかな時間

することができませんでした。そこで、通関実務の対策に

でも学習に費やすことに力をいれました。

力を入れているマウンハーフを選びました。
私の学習方法ですが、とにかくテキストと問題集を何度

通関士試験に限りませんが、学習の間で何度も苦労する
ことがありました。

も繰り返し学習することでした。
通関士試験の問題は主に過去に出題されたことのある問
題が出題されるためこの方法が効果的だと思います。
しかし、その中で苦労したことはやはり通関実務の申告
書でした。申告書については過去問を解いても同じ問題が

しかし、通関士試験は繰り返し学習を重ねていけば必ず
力が身についていきます。
そのためこれから受験する方々にも絶対にあきらめない
気持ちを持って取り組んでほしいと思います。
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通関士

2014

Y. N. 様（女性）

第49回通関士試験合格

年初めて通関士試験を受験し、２回目にな
る2015年の再受験で合格いたしました。

貿易に関連する業務等には従事しておらず、基本的に知識

ゼロからのスタートだったので、運も良かったのではないか
と思います。
現在はまだ会社勤めですが、士業等の資格をいくつか持っ
ており、中小企業や個人事業主向けのコンサルタントを目指
して勉強を続けております。

また通関実務については、法律科目以上に数をこなす必要
があると考え、過去問題集ほか数種の書籍を利用しました。
コースに入っているＤＶＤの教材は、最低１回はテキスト
を読み終えたところで、復習とポイント確認に重点を置く形
で視聴していました。
普段は自宅での学習だったので、年数回のスクーリングに
も都合のつく限り参加しました。

もともとフェアトレードや個人輸入にも関心があったため、
通関士のスキルを身に付けてみようと思い立って学習を始め
ました。

ＤＶＤで片山先生がいつも最後に発せられるおなじみの
「絶対合格するぞ！」という「叫び」には、大変失礼ながら
一見他愛のないようで、実はかなり元気づけられました。

ネットでいろいろと比較し、実績がありカリキュラムも豊
富なマウンハーフ様を選ばせていただきました。

かつて他士業の資格取得に向けて勉強していたとき、ある
先生に「合格しないといけない」と追い詰めるのではなく、

資格取得のために法律を学んだ経験はこれまでもありまし

「合格したらあんなことやこんなことができる、だから頑張

たが、関税法ほか通関士試験の科目に指定されている法律に

ろう」と思って勉強するほうがやる気になれるはず、と教

触れたのは初めてでした。

わったことがあります。

最初の年は制度になじむのが精一杯で、全く経験のない通
関実務の科目をこなすところまで到達できませんでした。

社会人で仕事をしながら勉強を続けることは決して楽では
ないので、いかにモチベーションを維持できるかが、長丁場

２年目になると、多少前年の学習の蓄積がある分、基本書

の学習期間を乗り切るカギになると思います。

を読むスピードや内容の理解度も上がりますので、再度諸法
規を復習するのと同時に、計算問題等の実務は市販のドリル

合格するための「３つの心」を片山先生が示しておられま

なども活用しながら、比較的早い時期からのトレーニングを

すが、自分の場合はそれに加えて「どこかで楽しむ心」とい

開始しました。

うのもあったように思います。普段は実務に接していないの

正確な学習時間は覚えておりませんが、今年の試験に向け
て本格的に取り組み始めたのが年明け早々くらいでした。
仕事が忙しく通勤中に本を読むくらいしかできなかった日
もあれば、終日休みで朝から晩まで問題を解いていたという

で、たとえば「保税蔵置場」と言われても最初はピンとこな
かったのですが、時には受験用の教材だけでなく、貿易のし
くみなどを簡単に解説している読みやすい本を手にして、業
務のイメージが浮かんできやすくすることも試みました。

日もあり、だいたい平均すると１日あたり２〜３時間程度
かなという印象です。９月末までの９カ月を270日とすると、

また、関税率表の所属も、丸暗記ばかりを意識するのでは

合計では800時間程度ということになりますが、もう少し時

なく、「チョコレートとホワイトチョコレートは違う」と

間がかかっていたかもしれません。

いったような特徴的な事例を、好奇心をもって見るようにし
ていました。

法律科目の基本書は、繰り返し読むことが重要になってく
ると思います。
どんな本でも１回目は結構読みづらく感じるものですが、

とにかくなじみの薄い世界だったので、「貿易は面白い」
とう思いを大事にして、自分なりに嫌にならずに学習を継続
できるようを工夫していた、とも言えるかもしれません。

２回目、３回目になると内容が頭に入ってくるのが速くなり
ます。
最終的には「ＧｏＧｏプラス１」の関税法テキストを、４
〜５日で読めるようになりました。

それでも今年の試験は、輸出申告・輸入申告の問題が特に
難しく、発表があるまで「これはまた来年リベンジだな」と
思っていました。ですので、合格通知が来たときは正直驚き
ました。

また、自分の独自のやりかたとしては、ある程度慣れてき

２年目は比較的まんべんなく学習したので、他の問題でカ

たところで敢えて１冊くらい、他社の出しているテキストも

バーできたということなのでしょうが、いずれにしても通関

読んでみた、ということが挙げられます。

士試験の範囲になっている法令から実務まで、最後まで投げ

人によって向き不向きがあるかもしれませんが、同じ項目
の解説でも書き手によって表現が異なると、自分の知識とし
て定着していないために理解できていない箇所がどこだか分
かるので、学習の習熟度を計るのに活用できました。
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出さず、好奇心を失わずに取り組んでいけば、いつか必ず合
格できるのではないかと思います。
これからチャレンジされる皆様には、どうか前向きに頑
張っていただきたいと思っております。

通関士

通

K. H. 様（女性）

第49回通関士試験合格

関士試験の受験は今回が３回目で、無事合格でき
ました。３回目の学習期間としては３月頃から開

始し、合計500時間程度でした。

普段の勉強はテキストをざっと読み、すぐに問題を解く
事を繰り返し行いました。正解した問題は一旦置いておき、

社内で通関部門に異動となり、受験する事となったのが

間違えた問題が無くなるまで解く事が重要だと思います。

きっかけでしたので、合格してほっとすると同時に、これ

また、正誤を確認するだけでなく、解説をしっかり読み込

から通関士としての業務を行う予定ですので、責務を感じ

み、時間があるときは条文を読み、何故この解答になるの

ています。

かをキチンと理解することが大切だと思います。根拠を理
解せずに問題を解いていても、何度も同じ問題で間違える

私は通学での勉強は金銭面や時間の都合で難しかったの

と思います。繰り返し解いて、間違えた問題が無くなった

で、通信講座を受講しようと決めていました。マウンハー

後にまた初めから問題を解いて、そこで間違えた問題は頭

フジャパンは他の講座に比べて価格が安い事、通関士試験

に入っていないと思いますので、コピーを取り再度解くよ

受験対策の第一人者である片山先生の講座であることが決

うにしていました。

め手となり、受講することを決めました。
マウンハーフのテキストは図が多く、一目見ておおまか

日中は仕事をしているので、休日以外は決まった勉強時

な内容が理解できるよう作られていると感じました。問題

間を確保することが難かったのですが、通勤電車の中で関

を解く際に、図が頭に入っていると問題を解きやすく頭の

税法のテキストを読み流したり、上記の間違った問題を解

中の整理がし易かったです。初めて通関士試験を受験する

いたりと、細かい時間を見つけては勉強するようにしてい

方にもわかり易い構成になっていると思います。

ました。また、細かい時間で勉強を積み重ねると、勉強を
した実感がわきにくいので、学習管理アプリを利用しどの

また、通信講座とはいえ、勉強のペースを調整するのは

くらいの時間が積み重なっているかを見える化してモチ

自分自身ですので、モチベーションを維持することは難し

ベーションを上げました。休日には時間があるので、過去

かったです。過去の２回の受験は怠惰により不合格になっ

問を時間を計って解くことや、実務を中心に勉強を行いま

ている経緯がありましたので、継続して勉強する事が私に

した。

とっては大きな課題でした。
マウンハーフの通信講座には添削問題があるので、それ

これから受験される方もスケジュールを決め、継続して

を一区切りにしてスケジュールを決め学習を進めていくよ

勉強を続ければ必ず合格できる試験だと思います。自分な

うにしました。目標を定めるとそこに向かって進むしかな

りの勉強法、モチベーション維持の方法を確立して、頑

いので、日々の勉強は添削問題の範囲に集中することによ

張ってみてください。

捗 まし
捗り
ま た。
た。
り勉強も捗りました。

合格者の声が
続々と届いています！！
「通関士」試験の受験指導で定評のある
マウンハーフジャパンの通信講座で、
しっかり合格力を身に着けて、
「通関士」試験に絶対合格しましょう！
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楽しくなければ学習ではない
未知なるものを知るほど自分を満たしてくれるものはありません。
そこには発見があるからです。
「 なるほど、そうだったのか」 と思えたその 一 瞬 、
そして 、 そこから閃いたその一 瞬 、 ひとは満たされている自分を実 感します 。
学習するというのはその過程の連 続です 。 だから 、 楽しいのです 。

ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

ઙૄভ ঐक़থঁشই४কঃথ
〒163- 0825
東京都新宿区西新宿2- 4 -1
新宿NSビル25階

電話
03-6279-4180
FAX
03-6279-4190
E-mail tsukanshi@mhjcom.jp

Do it now !!
マウンハーフ

通関士
᳨⣴

