2017 年 5 月 31 日

31th May 2017
お客様 各位

2017_03

Dear stakeholders,
ザンビア共和国 RWI から輸出業者・輸入業者各位に対するお知らせ

ZAMBIA RWI NOTICE TO EXPORTERS AND IMPORTERS
ザンビア国家基準局（ZABS）は添付の内容を発表しました。概要は以下のとおりです。

The Zambia Bureau of Standards has made the attached releases regarding;
１．日本、南アフリカ、シンガポール、英国、米国、ドバイから到着するすべての中古車に
ついて船積前の RWI が必要であることをお知らせするとともにこの点につきご注意願い
ます。

1. To inform and remind that the pre-shipment roadworthiness inspection of used
motor vehicles is required for all imported used vehicles arriving from Japan,
South Africa, Singapore, United Kingdom, United States, and Dubai.
2．車両検査を申し込む方々に対して JEVIC が請求する検査料金は、ザンビア国政府によっ
て管理されています。輸出業者各位は、これらの料金を購買顧客に請求する際に、この
点を是非明確にお伝えください。

2. The inspection rates charged by JEVIC to the persons presenting the vehicle
for inspection are regulated by the Zambian government. Exporters should
make this clear when on-charging these fees to purchasing clients.
お求めの車両がこの重要な安全検査を受けていることを確認してください。証明書なしでザ
ンビアの国境に到着した車両は、CIF 価格の 15％の罰金が科されます。

Please ensure that required vehicles undergo this important safety inspection.
Vehicles arriving at the Zambian border without certification will be subject to a
15% Cost, Insurance and Freight (CIF) penalty.
ご不明な点がございましたら、お気軽に JEVIC までお問い合わせください。

If you have further questions, please do not hesitate to contact your JEVIC
representative.
敬具、JEVIC マネージメント

Kind Regards, JEVIC Management
添付書類: ZABS プレス・リリース – 2 コピー

Attached documents: ZABS Press Release - 2 copy
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Japan Export Vehicle Inspection Center Co Ltd
15 Daikoku-Futo, Tsurumi-Ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture. 230-0054
Tel: +81-45-521-8527 Fax: +81-45-521-8510 Webpage: www.jevic.com
Specialists in Pre-Shipment Inspections
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原本翻訳
ザンビア国家基準局（ZABS）
中古自動車輸入業者・輸出業者各位に対する重要なお知らせ
ザンビア国家基準局（ZABS）は、日本、イギリス、ドバイ、シンガポール、南アフリカから
到着するすべての中古自動車に対し、ザンビア国内市場向けの中古車の船積前検査が必要と
なることを通知します。この要件は、2006 年法律第 120 号に基づき、商務・貿易・産業大臣
により義務であると宣言された RWI に関する中古自動車の検査・試験に関する実施基準
(Code of practice) ZS560 を満たしているものです。
このプログラムは、命にもかかわる中古自動車の機械システムと安全システムを船積前 RWI
により確認するもので、消費者の安全を確保する上で重要です。
以下、ZABS により公式に指定された RWI のサービス提供者です。
1. 株式会社 オートターミナル・ジャパン
〒292-0838 千葉県木更津市塩浜 1-17-69
http://autoterminal.co.jp/
2. 株式会社 日本輸出車両検査センター
〒242-0003 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭 15
http://www.jevic.com
3. EAA 株式会社
〒242-0003 神奈川県大和市林間 1-20-5-101
http://www.eaa-s.jp
予約と検査の実施可能性の詳細については、各機関のウェブサイトをご覧ください。
証明書を取得せずに国境に到着した車両は、追加の管理手続きによる遅延の可能性を含め、
CIF 価格の 15％の罰金の対象となります。円滑な検査プロセスの確保とザンビア国民の支援
のために、検査機関との協力をお願いいたします。

マニュエル・ムターレ
ザンビア国家基準局長
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原本翻訳
ザンビア国家基準局（ZABS）
ザンビア共和国向け中古自動車輸出業者に対する重要なお知らせ
ザンビア国家基準局は、ザンビア国基準 ZS560--RWI に関する中古自動車の検査・試験に関す
る実施基準(Code of practice)が 2006 年 12 月に商務・貿易・産業大臣により国民の安全の推進
の観点から義務であると宣言されたこと、およびザンビア国は路上適格性が不明な中古自動
車を多数輸入していることを認識していることをすべての中古車の輸出業者に対して注意喚
起します。主な供給元は、日本、南アフリカ、シンガポール、英国、米国、アラブ首長国連
邦であるため、これらの地域から輸入されるすべての車両は、ザンビア国基準への適合を保
証する船積前 RWI の対象になります。
その結果、上記の地域からザンビア国向けに同国内で使用するために輸出されるすべての中
古自動車はオートターミナル・ジャパン（ATJ）、日本輸出車両検査センター（JEVIC）、EAA
カンパニーを正式な RWI サービス提供者として指定しました。検査を受けずにこれらの地域
からザンビアに輸出された車両は、CIF 価格で 15％として計算される罰金が科されます。
ZABS は、車両ごとに、路上使用適格性検査（RWI）の料金を次のように管理しています。
日本: 140 米ドルのみ
アラブ首長国連邦: 140 米ドルのみ
シンガポール: 140 米ドルのみ
イギリス: 200 米ドルのみ
南アフリカ: 140 米ドルのみ
米国: 140 米ドルのみ
ZABS は、多数の輸出業者が各車両一台当たりに検査手数料として 400 ドルもの料金を請求し
ており、それらが検査料金であると言及していることに懸念をもっています。このような高
い違法検査料金手数料は、RWI プログラムへの不適合の機会を創出するとともに、輸入業者
にも大きな負担をかけることになります。
この通知は、以上を踏まえ、RWI のすべての料金は上記の契約料金に従って請求されるよう
各位にお願いするものです。ZABS は、契約料金を超える料金の請求を軽視することはないの
で、この件に関して多大なるご協力を要請します。
マニュエル・ムターレ
ザンビア国家基準局長
Cc:

商務・貿易・産業省事務次官
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