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Much heat much business! 

Getting away from this heat stroke, I flew to my happy old island of the 
Pacific for a change. 

Listening to some cool & traditional Kapa, Hawaiian FM, I was beginning to 
feel as if I were a fisher lad (Taro Urashima). 

Back in Waikiki, I felt myself a little poor with rich foreign airs around 
compared with the past years. 

Booming businesses with overseas visitors and Asian investment have been 
pushing Hawaii’s business go right up. The same thing can be applied to the 
Kansai area like Osaka, Kyoto, Nara these days. 

Bakugai in Japanese…. ‘Shopping spree’ or ‘Buying binge’ in English has 
become a common word which Japanese visitors were once labelled overseas 
when the bubble economy prevailed back in the 80’s. Some complicated 
feelings in a business sense? 

We thank you again for your friendship and your kind cooperation to the 
JBCA Kansai. 

We value our relationship with you and look forward to having good 
communication in our regular conference in Osaka, Japan. 

 
  

国際ビジネスコミュニケーション学会 

Japan Business Communication Association 
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国際ビジネスコミュニケーション学会 

Japan Business Communication Association 
 
 
 

関西支部 
2015 年度	 第 2回	 支部例会	 プログラム	 

【 日 時 】 

2015 年 9 月 26 日（土曜日） 14:00 ～ 18:00 
 

【 会 場 】 

関西学院大学 梅田キャンパス 

	 

14:00	 ~	 14:10	 関西支部	 支部長	 挨拶	 
	 	 Alex	 M.	 Hayashi	 (常磐会学園大学)	 

14:10	 ~	 15:00	 基調講演	 
「個人情報保護法改正が実務にもたらす影響についての一考察」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -昇	 慶一（常磐会学園大学専任講師、元弁護士）	 

	 

15:00	 ~	 15:50	 研究発表	 
 “The Communication Pattern of Class Operations 

      -One Research of Common State and Anchoring Effect” 
     -Toshiko Nishida（President of Success Inside Communication） 

16:00	 ~	 16:50	 研究発表	 
	 「定型取引条件 FCA、CPT、CIP の使用現状と ICC の苦悩」	 

	 	 	 	 	 -中曽根	 淑芳（関西外国語大学准教授）	 

	 

17:00	 ~	 17:30	 関西支部総会	 
	 支部会終了後、情報交換会を開催いたします（会費 4,000 円程度）。	 

	 

Conference Program 
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個人情報保護法改正が実務にもたらす	 

影響についての一考察 
	 	 	 

昇	 慶一 

元弁護士、常磐会学園大学専任講師 
 

	 2003 年の個人情報保護法の制定は、個人情報保護の重要性をより

一層、日本社会に知らしめた。しかし、個人情報に関するルールが

明文化されたことで、個人情報の有効活用を委縮させたとの指摘が

ある。	   
個人情報の「利用」や関係機関との情報連絡が様々な分野の実務に

おいて、重要であることを改めて認識しておきたい。  
	 2015 年 9 月、個人情報保護法が、制定以来初めて改正される見通

しである。今回の改正が個人情報を扱う実務に与える影響について

考察する。	   
  

Presentation 14:10 ~ 15:00 
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	 The Communication Pattern of Class Operations   
-One Research of Common State and Anchoring Effect-  

 
 

Toshiko Nishida 
President of 

Success Inside Communication 
 

The class management has two components in general. They 
are the content operation and the students operation.  
Especially for the students operation in Japan, they have been 
treated as mental challenges such as "spirit theory", "heart" and 
"personality".  
If the problem is improved in communication technology, we can 
take any advantage of anyone around you.  
NLP (TM) offers us useful technology of communication when 
applied wisely. This research studies the communication 
technology which is required in class operation.  
  

Presentation 15:00 ~ 15:50 
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定型取引条件 FCA、CPT、CIP の使用現状と ICC の苦悩 

	 

中曽根	 淑芳 

関西外国語大学准教授 
   

定型取引条件は価格構成の要素を決定し、また売主と買主の義務

費用と危険の分担を明示する機能ももっているゆえに、国際売買契

約の鍵となる要素である。	 	 

ICC はインコタームズ 2010 において FCA（運送人渡し）、CPT（輸

送費込）、CIP（輸送保険料込）の３条件がいかなる輸送手段にも適

した取引条件であると定めている。とはいえ、コンテナ輸送が主流

となっている今日では、FCA、CPT、CIP 条件はあまり使われていな

いのが現状である。本報告では、FCA、CPT、CIP 条件の現状と問題

点を踏まえながら、その対応策を提案したい。	 	 

 
 
 

2015 年度 第２回 関西支部例会（研究発表会）プログラム 

国際ビジネスコミュニケーション学会(JBCA)関西支部 
〒547-0021 大阪市平野区喜連東 1-4-12 常磐会学園大学 Alex M. Hayashi研究室 

TEL: 06-4302 8880 FAX 06-4302 8884 

Website: http://www.jbca.gr.jp/kansai Email:alex23go3500@yahoo.co.jp 

 

Presentation 16:00 ~ 16:50 


