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当事務所は外国貿易に関する顧問弁護士
のグループで、税関と財政を専門としていま
す。

IC Lawyersでは、制裁の防止、資産保護、そし
て対外貿易訴訟の和解を有利に進めること
を軸として形成されています。

当事務所はクライアントの方々に法的安定性
を提供します。財政、または関税に関するスト
ラテジーを管理・実行し、罰則を防ぐことで、大
幅にコストの節約ができます。

ライアントの資産保護を目的として、財政、関
税、外国貿易に関する管轄当局の監査やトラ
ブルを適切に対処することで、優れた業績を
上げています。

戦略家と勇気

21

BROCHURE CORPORATIVO

お客様が最善の結果を得られるよう、
私たちの豊富な知識と経験を最大限に

ご提供致します。
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実行された業務の評価を行い、アラートを作
成し、納税額の削減または控除が可能な改
善点を特定して、罰則金の支払いを回避しま
す。

貿易業務の改善とバックアップ

当社の予防的監査手法：

税関当局が監督するパラメータとガイ
ドラインを考慮して、関税法で求められ
る文書と添付書類の点検

現状の記録及び業務運営の調査/結果

改善点、弱点、予防措置の検出

行動の選択肢と是正措置の設定

解決策と是正策実施の際のモニタリン
グ

継続的且つ持続的なアドバイザリーサ
ービスを軸とした適正なフォローアップ
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我々はこれまでの知識と経験を基に、納税額
や経費の削減、規制や非関税障壁、輸出入業
務に必要なNOM（メキシコ公式規格）などを
確実に順守するのと同様に、クライアントの資
産保護に影響しうる不必要な制裁を回避する
ことを目的として、税関、財政、外国貿易に関す
るアドバイザリー及びコンサルティングサービ
スを提供しています。

貿易に関する税関・会計処理に関する
コンサルティング

サービス内容:

現在の会社運営に沿ったストラテジッ
クプランニングと、改善点の検出

電話、Eメール、対面式に常時コンサル
ティングを行うことで、日常業務で発生
する問い合わせに適切に対応

輸出入業務に影響を与えうる法制変更
の事前通知

•開発プログラム、通関促進スキーム、外
国投資などを管理する企業に義務付け
られている報告書、通知書および調査
書の適時フォローアップ

IMMEX企業（輸出向け製造・マキラドーラ
・サービス産業）、PROSEC（産業分野別生
産プログラム）、 IVA-IEPS認証、OEA認証、
原産地規則などのプログラムの適正管理
に関するアドバイス

業務におけるコストと経費の削減を可能
にする様々なプログラムやスキームの分
析

メキシコが締結した様々な貿易条約、ま
たは協定における原産地規則、証明書の
発行、原産地証明の順守に関するアドバ
イス

主管当局による監査の際には、報告書
及び文書作成の考案、期限延長の申請、
証拠と主張の提示、免除、最終合意の申
請などのアシスト

あらゆる基準の促進・確認の作成及び提
出、必要に応じて有利に解決するため主
管当局との交渉

商品の適正な関税額の決定と、国際貿易
条件（INCOTERMS）との関係に関するア
ドバイス

外国貿易記録作成に関するアドバイス

在庫管理システムの適切な機能と、
IMMEX企業、及び IVA-IEPS認証企業であ
る場合には添付書類24または31の報告
書作成に関する詳細な点検
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当局が監査を開始した際には、差し押さえや、許可、プログラム、認証の一時停止などを回
避します。

Nuestros servicios contemplan lo siguiente: 

固定資産台帳とペディメント（輸入申告
書類）、そして国内のファクトゥラ（請求
書）の照合

個人識別タグの付着

未確定固定資産の報告

商品の法的保有を証明するため、固定資
産輸入のペディメントと国内ファクトゥラ
など提出された情報の検証

外国貿易記録が正確に統合されている
かの検証

最終結果報告

固定資産管理における監査と調査
各種認可申請手続きの代行
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当事務所は政府機関に精通しており、手続き
に不可欠な詳細な知識がある、経験と条件
を満たす専門家により、正確で効率的なマ
ネジメントが行われます。我々が手続きを行
う許可申請には：IMMEX、IVA-IEPS認定、
PROSEC, レグラ・オクターバ許可、自動通知、
原産地証明書、Cupos（割り当て証明書）、
OEA 認可（旧NEEC）、C-TPAT（テロ行為防止
のための税関・産業界パートナーシップ）認
証、事前許可、SAGARPA（メキシコ農畜水産
農産開発食料省）とSEMARNAT（環境天然資
源省）による衛生基準などが含まれます。

我々がマネジメントを提供することの利点：

法的文書の実証

法的確実性

文書作成、または手続きを期日内に適格
に行う

管轄当局から求められた書類に対する適
時の返答と提出

手続き期間中の一貫したフォローアップ

クライアントのニーズに合わせた対応

時間とコストの節約
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公開セミナーと社内研修

当事務所ではクライアントのニーズに合わせ
て、税関、財政、外国貿易に関する専門的なコ
ースを計画し、実施しています。対外貿易のリ
ーダーが必要とするほど、専門的な内容です。

現代の環境は複雑であり、税関問題に精通し
た弁護士を必要とするため、税関・対外貿易
訴訟に焦点を当てています。
現在、貴社がビジネスビジョンを強化するた
めに必要としているのは、何年もの間複数の
訴訟ケースを手掛け、業界の様々な分野で豊
富な知識と経験を養ってきたカウンセラーと
弁護士のサポートです。

我々の利点は丁寧で適時な対応と、これまで
の経験から政府関係者と接触することで個々
の問題に対して適切に対応できることです。

当事務所の専門分野：

税関行政手続き

問題解決のための代替手段.

監督当局との合意

失効申出

連邦行政訴訟

直接及び間接保護訴訟

法的防衛 

1 関税及び対外貿易に関する最新情報

2 IMMEX プログラムと IVA-IEPS認証の正しいマネジメント

3 外国貿易の一般規則

4 関税評価と国際貿易条件（INCOTERMS）

5 権限行使と弁護手段

6 税関での合法的ストラテジー
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法的防御・訴訟

裁判中に発生した風評被害、
業務遅延、追加発生した保管料など、御社が被っ
た経済的損害を充分に補填するだけの賠償を求めて参ります。

多角的な専門分野からの現状分析

戦略的デザイン

リスク分析

訴訟判決を有利に導き出す法に基づい
た包括的な調査

申告書の作成

勝訴事例の見直し

プロジェクトの各段階でのリスク予測

訴訟プロセス、裁判プロセスでの全面
的フォローアップ

法的防御・訴訟に関する私たちの仕事
の方法論
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ジネス法
ビジネスに関する法律

契約の考案、交渉、見直し

会社の種類・分野の選択に関するアド
バイス

会社設立

企業形態 （信託、合弁、“AenP”、等）

コーポレート・ガバナンス

通常・臨時会合議事録の作成

通常・臨時会合議事録の作成

契約管理

トランスフォーメーション

企業の合併・分裂・買収

企業構造

ファイナンス

二重課税回避のための協約

コンプライアンスオフィサー

デューデリジェンス（適正評価手続き）と
その強化

リスクアセスメント

バランススコアカード（業績評価システ
ム）

問題解決の代替手段（裁判外和解、調
停、和解、及び仲裁）

我々は戦略的なビジネスソリューションを提供しています。
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御社の事業に有効な選択肢を提示
 
社内マニュアル

御社の法的代理人

書類の保存と管理

財産および商業公的登録所への登録

国際購買契約の管理

保険・保証・担保

年次報告

警備システム

社会活動

国際ビジネス法のアドバイス:
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包括的かつ戦略的ビジネスソリューション
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メキシコ海外貿易規制に関するアドバイスと情報更新

制裁・損害の予防、法的信憑性の提供

会計・通関戦略

財政リスク回避

会計、税関、法律に関する不慮の出来事からの保護　

法に準じた信用度の高い企業への成長

組織改善

生産性向上と市場拡大をお手伝い 

IC Lawyers
が御社にもたらす利益とは？


