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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。 

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！
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2021年度 本試験合格目標 !



目次 1

先生の紹介 2

通信講座のご案内 3

・テキスト紹介 7

・eラーニング 9

・スクーリング 10

・ＭＨＪオリジナル教材 10

・コース紹介 11

・学習スケジュール 13

受講料及びお申込み方法 14

通関士試験概要 15

合格体験記 17

通信講座の内容 5

目　次

通関士
絶対合格通信講座
通関士
絶対合格通信講座

1



先生の紹介

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

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絶対合格通信講座

● 唯一の貿易関連の国家資格！唯一唯一唯唯
● 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！

通信講座のご案内

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。

通関士とは
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「通関士絶対合格通信講座」３つの特徴！

「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。
　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
に大好評で迎えられ、多数の合格者を生みました。
この本こそが事実上日本で初めて民間の一教員が
著した通関士受験本だったのです。

　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
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
ソッドは、まったくの初心者を合格へ確実に導きま
す。安心と信頼の指導法が自慢です。

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

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す。各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。めることができます。

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、マウンハーフジャパン独自のテキス通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、マウンハンハーフーフジャパン独自のテキス
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、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。れたテーマ別の問題が入が入っているため、出題されるポイントを効率的に学習できます。

片山立志先生監修のテキスト！

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。

ｅラーニングで片山立志先生の講義を視聴

➡ｐ14➡ｐ14受講料及びお申込み方法
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通信講座の内容

リボルビング式添削問題
基礎的な問題→応用的な問題と学習の進捗に
合わせて、繰り返して解くことによって、確実
な合格力を身につけることができます。

わかりやすいテキスト
テキストは、出題範囲の各法令を一冊にしてあ
り、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。

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士試験は、実実実実実務未務未務未務未未経験経験経 の方でもカリキュキキキュキュキ ラムラムラムラムラムラムラムラムラムラムラムラムラムにしにしにしにしにしにしにしにしににしにしにに たがたがたがた ってってって学習学習習学習習ししししてしてしてしてしててしてししてしてししててしししてしててしてしし いけば必ず合格通関士試験は、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ず合格できる試
験です。マウンハーフジャパンの「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す。マウンハーフジャパンンンンの「の「の「の「の「通関通関通通通 士絶士絶対合対 格通信講信講信講講信講講講座」座」座」座」座」座座座」座」座」座」」」」」」」座」でははははでははではではではではではではではではではではではでははでででははでは、、、、、通、、、、、 関士受験指導の験です。マウンハンハーフーフジャパンの「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、無駄なくくく効率効率効率効率効率効率効率効率効率効効率率効率率的に的に的に的的的的に学習学習学学 できるププロググググググググググググググググググググググググググラム構成となってい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
選されれた良問を繰り返し学習することで、確実に合格格格格格に近に近に近に近に近に近に づいづいづいづづづいづ ていいいていいいいいいいいいいいいきます。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。

ⓎⓌⓉ方式+リボルビング方式
マウンハーフの専門講師によるＹＷＴ（やさしく、わかりやすく、ていねいに）方式は、ゼロから学マウンハンハーフーフの専門講師によるＹＷＴ（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！！　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講生の方に大好評！！　また、基礎基礎礎礎礎礎礎礎からかかかかかかかかかか 実践レベルに無理なくレベルアップができるぶ受講生の方に大好評！！ また、基礎から実践レベルに無理なくレベルアップがプができるリボルビリボルビ
ング方式ング方式※※で合格力を確実に身に着けけけけけけけるこるるこるこるここるこるこるこるこるここことがとがとがとがとがとがとがとがとがとがとがががとができできできできできできできできできできできでできできできますまままままままままままままままままままま ！！で合合格力を確実に身に着けることができます！！
※※リボボルビング方式リボルボルビング方式 とは？とは？
⒈ 基基礎から実践レベルに無理理理理理理理理ななななななくな 、レ、レ、レ、レ、レ、レ、レ、レレレレレ、レ、レ、レレ、レレレレレ、レレレレ、レレレ、レレレレレレレベルベルベルベルベルベベベルベルベルベルベルベルベルベルベルベルベベルベルベルベルベルベルベルルアッアッアッアッアアッアッアッアッアッアッアッアアッアッアッアッアッアアッアアッアッアッアアッアッア プがプがプがプがプがプがプがプがプププがプがプがププがプがプががプププがプがプがががプがププがププププ できできできできできできできできできできできできできでききでできできできでできででできでできできで るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる⒈基礎から実践レベルに無理なく、レベルアルアップがプができる
⒉ 合合格力を確実につけることことことことことことことととこ がでででででででででででででででででででででできるきるきるきるるきるきるきるきるきるきるきるきるるるるきるきるるるるるる⒉合合格力を確実につけけることができる
⒊ 効効率的な学習方法 ①①①①①①①①問問問問問問問問問問問問題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題を題をををを題を題ををシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャャャシャシシシャャャャワーワーワーワーワーワーワーワワーワワーワーワーワーワーワワーワワ のよのよのよのよのよのよのよのよよよののよよのよのよよよよよのよののののののののののののののの ううにうにうにうににうにうにうにうにううににうにうにうにうにうううににうううううううう 浴び浴び浴びび浴び浴び浴び浴び浴び浴び浴び浴びび浴び浴びび浴び浴びび浴び浴びび浴浴び浴浴浴浴浴浴浴びびびびびびびるなるなるなるなるなるなるなるななるなるなるなるるななるなるなるるなるなるななるるなるなるるるなるなななななな！！！！！！！！！！！⒊効率的な学習方法 ①問題をシャワーのように浴びるな！

②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②正解正正正正正正正正正解解を追を追追追追追追追追追をををををを うなうなうなうなうなうなうなうななうなななうな！②正解を追うな！
③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③感覚感覚感覚感覚感感感覚感覚感覚覚感覚感感覚感覚感感覚感感感感感覚感覚感覚感感感感感覚感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感覚感感感感感覚感覚感覚感感感感感覚覚感感感覚感感感感感感感 ではではではではではではでででではでではでははではではでではではでははではではでではではでははではでではははでではでではでででででではででではででででででででででででででででで なく、知、知、知、知、知知、知、知、知、知、知、知知、知、知、知、知、知、知、知、知、知、知知、知知知知知知、知知、知、知知知知識で識で識ででで識で識で識で識で識で識で識識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識で識ででで識で識識でで識で識で識識識で識で解け解解解解解 ！！！！！！！！③感覚ではなく、知識で解け！

➡ｐ13-14➡ｐ13-14

➡ｐ7-8➡ｐ7-8

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！

「通関実務」科目に特化したマウンハーフジャパ
ンオリジナルテキストです。
合否の分かれ道と言われている「通関実務」科
目の対策はこの教材で確実に！

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◎

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！

過去の本試験問題をさまざまな角度から分析し
た、高品質な出題内容を誇ります。数多くの的
中問題を出しています。
採点をご希望される方のみ、模試返送期間まで
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。

➡ｐ10➡ｐ10
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合格の心得！

片山立志先生による
合格の心得！

通関士受験指導
第一人者

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➡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➡ｐ10

片山立志先生の

必勝合格の心得
1. 素直な心で学習しよう
2. 向上したい心を常に持とう
3. あきらめない心を常に持とう
4. 短期実践で挑もう
5. 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

4

（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。

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

国貨物のまま運送することができる。

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

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

される。

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。

⑤ 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

税が直ちに徴収された貨物は、内国貨物とみなされる。

（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。

すべてを選びなさい。

① 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 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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99

指定保税地域
保 税 蔵 置 場

税関長の許可を受け
る必要がある。

行うことはそもそも

できない。
他 所 蔵 置 場 所

見本展示、簡単な

加工その他これら

に類する行為

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

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。

　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）。

〈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

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

（3）外国貨物の廃棄（関税法 34 条）

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

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

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）

（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。

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

る（納税申告をする）。

滅　却

（狭義の廃棄）

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。

くずとして処分

廃

棄

輸入と輸出

学習の内容
1輸入とは何か

2外国貨物とは

3みなし輸入とは何か

4 「輸出」と「積みもどし」

5 「内国貨物」と「みなし内国貨物」

6その他の定義

55

2

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。

1. 輸入申告時等に他法令で定める許
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
（関税法 70条 3項、76 条 4項）

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
（関税法 71条 1項）

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）

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 で学ぶこととし、ここで

は、1 ～ 3 について学んでいこう。

2-4輸入が許可されない場合

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。

の

。

許

条）。

この手

つとして

重要ポイント
とにかく覚えておかなければな
らない重要な点をピックアップ
しコンパクトに整理。試験前等
の知識の確認に最適です。

チャレンジ問題・解法
各単元ごとにチェック問題を
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
確認できます。

学習の内容を明示
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。

2

視覚的な工夫
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
できない事項も、一
目で理解できます。

55

5-4 で学ぶこととし、ここで

わかりやすい強調表記
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。

※テキスト内容は 2020 年版のものです。
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マウンハーフジャパンのテキストは、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
378ページより

第54回本試験問題◎関税法等
第 5問に出題

通関士試験合格ハンドブック
45ページより

第54回本試験問題◎通関実務
第6問に出題

通関士試験合格ハンドブック
558ページより

第54回本試験問題◎通関実務
第9問・第12問に出題

※本試験問題は税関ホームページより
https://www.customs.go.jp/tsukanshi/54_shiken/54shiken_mondai.htm
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ｅラーニング

倍速機能つき！ マルチデバイス対応

通信講座の為だけに収録した映像講義

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！

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。

e  ラーニングでは、動画を「1 .5  倍速」「２倍
速」等、倍速で見て学習することができます。
受講する方が求めるそれぞれの講義スピード
で、スムーズに学習していただけます。

パソコン、タブレット、スマートフォンなどにe  ラー
ニングが対応しているので、自宅に居ながらや、
外出先、休日の図書館など、どこにいても様々
な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。
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スクーリング （通信講座受講生のみ）

MHJオリジナル教材

「実戦力通関実務演習テキスト」

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

スクーリング詳細

講師　 片山立志

「通関実務」科目に特化したMHJオリジナルテキス
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つくとともに、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。
本書は、近年の出題傾向を踏まえた本試験の問
題と応用問題を、出題頻度の高い分野を中心
に、テーマ別に整理して収録した問題集です。
丸暗記でなく、着実に本質を理解することがで
きるよう工夫された定番の問題集です！

2021～2022年版
どこでもできる

通関士 選択式徹底対策
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
の形式で提示して、 それぞれのポイン
トを図解しています。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
そこで、これに集中して、過去の出題デ
ータと最新の法令改正点を踏まえて掲
載しています。本書は、最新試験範囲
を網羅できる、改正に準拠した試験対
策テキストとなっています。

2021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。
これによって、効率的に受験準備ができます。
･関税定率表の類注規定が効率的に学べる！
･新TPP、EU協定時代の原産地規則に準拠！
･課税価格がしっかりと学べる！
･さらに、2色刷のチェックペン方式なので、付
属の下敷きを使って、用語・単語も容易に記
憶できる！

東京・名古屋・大阪・福岡(予定)

※新型コロナウイルスの影響により、
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
熱い講義でした‼

会場

出版：MHJ出版
単行本：277ページ

単行本：408ページ
出版社：日本能率協会
マネジメントセンター
ISBN-10：4820727109
ISBN-13：
978-4820727101
発売日：2019/3/19
価格：2,600円（税別）

単行本：384ページ
出版社：日本能率協会
マネジメントセンター
ISBN-10：4820728733
ISBN-13：978-4820728733
発売日：2021/2/20

価格：1,600円（税別）

単行本：816ページ
出版社：日本能率協会
マネジメントセンター
ISBN-10：4820728547
ISBN-13：978-4820728542
発売日：2020/12/12
価格：3,740円（税別）

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。
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コース紹介

法改正対応

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！

通関士合格目標　本科生コース

基 礎 編 ゴールドコーステキストコース

本 論 編 ゴールドコーステキストコース

直前対策編 ゴールドコーステキストコース

教材内容 通信講座コース名

基礎編映像講義 全 8 回
（通関実務・関税法等・通関業法）
レジュメによる講義

○

○

○

○

○

○

○

テキスト
・「通関士試験合格ハンドブック」2021 年度版
・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）

実戦セレクト重要過去問題（オンライン演習）
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）

直前ポイント講義 全 23 回
（通関実務・関税法等・通関業法）

片山立志先生の全国公開模擬試験（2021年度）

○

○

11

通関士試験合格目標　本科生コース



各コースの内容

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。

ゴールドコース

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。

隙間時間には実戦セレクト重要過去問題のオンライン演習、ピッポッ・セレクト問題のオンライン
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。
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テキストコース

既存のテキストコースに映像講義の基礎編(ガイダンス講義1回・ポイント講義全4回・基礎講座
全8回)をプラスした動画配信付きのコースです。
テキストを使った学習だけでは不安な方、試験対策を進めていて改めて基礎を固めて合格を確
かなものにしたい方など幅広い層の皆様におすすめしたいのがこちらのマスターコースです。



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

法令や制度の改正等の最新情
報も意識しながら、習得して
きた知識の総復習を行います。

実際に問題を解き、その後の
解説で問題のポイントとなる部
分を確認します。

より実戦に近い取り組みで実
力を身につけ、知識を完全な
ものにしていきます。

基 礎 編 本 論 編 直前対策編

実務科目を得意科目に！
基礎編から「実務科目」をや
さしく、わかりやすく徹底指導
します。
初学者でも無理なく学習でき
るよう、通関士試験の内容全
体をかみ砕いて学習します。

基礎編を踏まえつつ、通関実
務・関税法・関税定率法等・
通関業法を学習します。

毎回の学習内容がチェックで
きるオンラインによる添削問題
等の実施で、理解度を確認し、
弱点を一つ一つ丁寧に克服し
ていきます。

INPUT OUTPUT

マウンハーフ通関士絶対合格通信講座は、基礎
編・本論編・直前対策編という 3 つの講座が基本
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。　
　これらパーツに分割された講義を、セットにする
ことにより、個人の学習範囲や目的に合わせ、無駄
のない学習ができます。当講座ではわかりやすい
画期的なテキストに加え、ライブ映像・音声を通し

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。

　受講生全員が合格されるよう片山立志先生を中心
にスタッフ一同惜しみなく指導させていただきます。
　なお、マウンハーフでは近年の出題傾向を十分分
析して、ズバリ的中の模擬試験を行います。最近、
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

学習スケジュール
※１月から学習を開始した場合

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

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

受
験
手
続
き

余裕をもって取り組みましょう！
※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。

受験要項・願書の配布
受験願書の受付

●『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！

●『本論編映像講義』
『実戦力通関実務演習テキスト』
『オンライン演習教材』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

試
験
対
策
の
な
が
れ
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受講料及びお申込み方法

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！

ゴールドコース
（基礎編＋本論編＋直前対策編）

テキストコース 40,000円（税別）

150,000円（税別）

お支払方法

お申込みは
ホームページから
https://tsukanshi.mhjcom.jp/cource/gokaku

本　論　編 直前対策編

学習スケジュール

受験要項・願書の配布
受験願書の受付

※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。

正念場 本番
実践的学習 試験本番

実力発揮のチャンス！

ＭＨＪは皆さまの
合格を祈願しています !

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。

●全国模試にチャレンジ！
全国模試の採点表で、
ニガテを克服しましょう！

●　各種演習教材で
アウトプット
●要点を絞って学習

➡採点表で、
今の実力がわかる！
全国順位がわかる！
目標にすれば良い
　　　得点数がわかる！

⬇
『直前対策編教材』で最後
の総仕上げに取り組む！

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

合格発表
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通関士試験概要

　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
う試験で、昭和42年以来毎年１回実施されており
ます。
　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

施地を管轄する税関に提出してください。
　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）
を利用して受験願書の提出・受験手数料の納付を
行うこともできます。NACCSの必要な手続につい
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。

通関士試験とは？通関士試験とは？

15



■試験内容 ※2019年度データ

試験科目
出題形式、配点及び出題数

択一式選択式※1 計算式 選択式・
計算式

《1》通関業法 35点（10問）10点（10問）

《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。） 45点（15問）15点（15問）

《3》通関書類の作成要領
その他通関手続の実務

通関書類の作成要領※2

その他通関手続の実務 10点（５問）

20点（２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。

■受験資格
年齢・学歴・経歴・国籍などの制限はない

■受験地
北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、
静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、
福岡県、熊本県、沖縄県
※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。

■願書提出日
例年7月下旬～8月上旬

■試験日
例年10月上旬の日曜日

■合格発表
11月下旬

■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、
（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。

■試験時間
試験科目 時間

《1》通関業法 9：30～10：20

11：00～12：40

13：50～15：30

《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。）

《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務
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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こと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。

〒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

〒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
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