
本邦輸出管理関係者の方であれば、

電子メールで

○総合データベース各コーナーの更新状況

○新規出版物　○セミナー等 、

皆様の業務に役に立つ情報を

提供しています。

CISTEC Hotline
（賛助会員・総合データベースご利用の方）

CISTECインフォメールに登録（無料）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21 （新虎ノ門実業会館４階）
○お問い合わせ
TEL.03-3593-1149 ／ FAX. 03-3593-1642
http://www.cistec.or.jp/

一般財団法人
安全保障貿易情報センター
Center for Information on Security Trade Control

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
の
ご
案
内

総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
の
ご
案
内

メール配信サービス

●自社製品の輸出の実態が伴っていない企業、我が国の輸出管理上
その加入等が適当ではないと認められる企業等については、賛助
会員加入、総合データベース利用をお断りする場合があります。

コース

CHASERコーナー
（オンラインでの一覧情報閲覧）

国内法令コーナー

該非判定コーナー

ガイダンスコーナー
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是非ご検討下さい

■総合データベース利用料金（一ヶ月）

2019.10

Export
　　 Controls

●ＣＩＳＴＥＣ（http: //www.cis tec .or. jp/）では、
1998 年１０月より「総合データベース」を開設して、
安全保障輸出管理に直結する有用な情報を提供
しております。
●「総合データベース」は「賛助会員コーナー」、
「CHASER コーナー」、「国内法令コーナー」、「該非
判定コーナー」、「ガイダンスコーナー」の 5 コー
ナーで構成されており、アクセスにはユーザー ID
とパスワードが必要となります。

若しくは

すれば、

ご案内 総合データベースとは

1
特徴

賛助会員コーナー

●「賛助会員コーナー」はCISTEC 賛助会員が無料
でアクセスできるコーナーで、改正法令のポイント
解説付きの安全保障輸出管理関連法令改正情報
「CISTEC Express News」や米国の再輸出規制
等の海外法制度情報、地域・時事関連情報が入
手できます。機関誌「CISTECジャーナル」の掲載
記事も電子データにて閲覧できます。また、輸出管
理関連リンク集により、本邦輸出者の安全保障輸
出関連情報入手の利便性を高めております。

賛助会員・無料
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CISTEC 総合データベース

2
特徴

CHASER コーナー

●企業の自主輸出管理におけるエンドユーザー
チェックに有用な情報を提供しております。オンラ
イン会員のお客様は、お手元のパソコンから
CHASERコーナーにログインすれば、ユーザー名
から必要な情報を検索し、関連情報を効率的に入
手できる CHASER 検索システムをご利用いただ
けます。各国政府・国際機関の輸出規制等に係る
複数のリストも統合したデータを提供しており、そ
れらに関しても効率的に検索できます。

●さらにCHASERコーナーでは、本コーナーご利用
者様を対象に、下記 3 つのオプションサービスを
ご用意しております。

　・一覧情報（CISTEC顧客情報）のデータロック解除
サービス（賛助会員のみ）

　・一覧情報（DPL等顧客情報）のグループ会社共用
サービス

　・CHASERローカルバッチシステム（LBS）の利用
サービス

●また、オフライン利用のお申込みにより、CISTEC
が代行検索するサービスも行っております。

賛助会員・半額 国内法令コーナー3
特徴

●常に最新の安全保障輸出管理法令がご覧いただ
けます。
●外為法のような行政法規は、「法律」「政令」「省令」
「通達」と階層構造となっており、相互の関係が複雑
です。CISTEC の国内法令コーナーでは、法令を相
互にリンクしていますので、法令に慣れていない初
心者の方でも、安心です。
　具体例：
　①外為法第55の10第１項にある「経済産業省令」
はどこを見ればよいのか。
　②輸出令第１条第２項にある「経済産業省令」はど
こを見ればよいのか。
　CISTEC の国内法令コーナーでは、上記の例に
示す「経済産業省令」をクリックすると、どの「経
済産業省令」を見れば良いか直ぐに分かるように
なっています。
●また、政令、省令、通達等が改正された場合、改正
内容を即座に把握できるように「改正部分」に関し
ては見え消しで表示しています。

賛助会員・半額

4
特徴

該非判定コーナー 

●CISTECでは、通関時や許可申請の際に使用する
「輸出管理品目別パラメータシート」（EXCEL デー
タ）と「項目別対比表」（EXCELデータ）を電子デー
タで提供しています。
●法令改正があった場合は、専門家によってスピー
ディに改訂されますので、メンテナンスなどのリスク
を軽減することができます。また、初心者が見落と
しがちな複数チェックしなければいけない箇所を明
記しています。
　具体例：
　輸出令別表第1の９の項（３）は、①貨物等省令第
８条第一号と②貨物等省令第８条第四号の２箇所
でチェックが必要であることを明記しています。
●また、「該非判定コーナー」は、「国内法令コーナー」
や「ガイダンスコーナー」と併用することなどによ
り、該非判定ミスなどのリーガルリスクを軽減する
ことが可能です。

賛助会員・半額

5
特徴

ガイダンスコーナー

●CISTEC のガイダンス類の横断検索や印刷が
可能なガイダンスデータベースを利用できる
コーナーです。
●ガイダンスデータベースでは、全てのガイダンスの
本文を横断検索することが可能です。また、1 
種類以上の特定のガイダンスを指定して横断検索
することも可能です。
●検索結果に表示されたファイル名をクリックする
とガイダンスの本文（PDF）が表示され、全ての
ファイルを印刷することが可能です。

賛助会員・半額
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ディに改訂されますので、メンテナンスなどのリスク
を軽減することができます。また、初心者が見落と
しがちな複数チェックしなければいけない箇所を明
記しています。
　具体例：
　輸出令別表第1の９の項（３）は、①貨物等省令第
８条第一号と②貨物等省令第８条第四号の２箇所
でチェックが必要であることを明記しています。
●また、「該非判定コーナー」は、「国内法令コーナー」
や「ガイダンスコーナー」と併用することなどによ
り、該非判定ミスなどのリーガルリスクを軽減する
ことが可能です。

賛助会員・半額

5
特徴

ガイダンスコーナー

●CISTEC のガイダンス類の横断検索や印刷が
可能なガイダンスデータベースを利用できる
コーナーです。
●ガイダンスデータベースでは、全てのガイダンスの
本文を横断検索することが可能です。また、1 
種類以上の特定のガイダンスを指定して横断検索
することも可能です。
●検索結果に表示されたファイル名をクリックする
とガイダンスの本文（PDF）が表示され、全ての
ファイルを印刷することが可能です。

賛助会員・半額



本邦輸出管理関係者の方であれば、

電子メールで

○総合データベース各コーナーの更新状況

○新規出版物　○セミナー等 、

皆様の業務に役に立つ情報を

提供しています。

CISTEC Hotline
（賛助会員・総合データベースご利用の方）

CISTECインフォメールに登録（無料）

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21 （新虎ノ門実業会館４階）
○お問い合わせ
TEL.03-3593-1149 ／ FAX. 03-3593-1642
http://www.cistec.or.jp/

一般財団法人
安全保障貿易情報センター
Center for Information on Security Trade Control
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●自社製品の輸出の実態が伴っていない企業、我が国の輸出管理上
　その加入等が適当ではないと認められる企業等については、賛助
　会員加入、総合データベース利用をお断りする場合があります。

コース

CHASERコーナー
（オンラインでの一覧情報閲覧）

国内法令コーナー

該非判定コーナー

ガイダンスコーナー

9,900円

4,400円

4,400円

8,800円

賛 助 会 員

19,800円

　8,800円

　8,800円

　17,600円

一　　般

ＣＩＳＴＥＣ総合データベース
ご利用を

是非ご検討下さい

■総合データベース利用料金（一ヶ月）

2019.10

Export
　　 Controls

●ＣＩＳＴＥＣ（http: //www.cis tec .or. jp/）では、
1998 年１０月より「総合データベース」を開設して、
安全保障輸出管理に直結する有用な情報を提供
しております。
●「総合データベース」は「賛助会員コーナー」、
「CHASER コーナー」、「国内法令コーナー」、「該非
判定コーナー」、「ガイダンスコーナー」の 5 コー
ナーで構成されており、アクセスにはユーザー ID
とパスワードが必要となります。

若しくは

すれば、

ご案内 総合データベースとは

1
特徴

賛助会員コーナー

●「賛助会員コーナー」はCISTEC 賛助会員が無料
でアクセスできるコーナーで、改正法令のポイント
解説付きの安全保障輸出管理関連法令改正情報
「CISTEC Express News」や米国の再輸出規制
等の海外法制度情報、地域・時事関連情報が入
手できます。機関誌「CISTECジャーナル」の掲載
記事も電子データにて閲覧できます。また、輸出管
理関連リンク集により、本邦輸出者の安全保障輸
出関連情報入手の利便性を高めております。

賛助会員・無料
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