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Gard P&I メンバー・サーキュラー、 
ロスプリベンション・サーキュラー― 2012 年夏 

Gard P&I Member Circulars and Loss Prevention Updates, summer 2012 
 

 

以下の P&I メンバー・サーキュラーとロスプ

リベンション・サーキュラーは、2012 年夏に

Gard が発行したものです。  

 

P&I メンバー・サーキュラー 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 07-12、2012

年 6 月: 対イラン制裁 – EU 理事会規則 

267/2012 – イランからの原油および石油製品の

輸出 – 2012 年 7 月 1 日より禁止（Iran 

Sanctions – EU Council Regulation 267/2012 – 

Exports of crude oil and petroleum products from 

Iran – Prohibitions with effect from 1 July 2012） 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 08-12、2012

年 9 月: 船客に対する運送人の賠償責任に関す

る 2009 年 4 月 23 日付け欧州会議および理事

会規則 (EC) No. 392/2009 の発効について

（Entry into force of the Regulation (EC) No. 

392/2009 of the European Parliament and of the 

Council of 23 April 2009 on the Liability of 

Carriers of Passengers by Sea in the Event of 

Accidents (the “PLR”)） 

 

ロスプリベンション・サーキュラー 

– ロスプリベンション・サーキュラーNo. 04-

12、2012 年 6 月: マラリアとデング熱: 予防注

意事項（Malaria and dengue – Precautions to be 

taken） 

 

Gard アラート 

– Gard アラート、第 26 号 9 月: 中華人民共和

国嵐山港 – 新しい養殖場の安全航行への影響

（Peoples Republic of China Lanshan Port – New 

fish farms impact on safe navigation） 

– Gard アラート、第 10 号 9 月: イエメン共和

国から米国に寄港する船舶の入港条件

（Conditions of entry for vessels arriving in the US 

from the Republic of Yemen） 

– Gard アラート、第 21 号 8 月: 注意 – シンガ

ポール沖のマレーシア水域におけるにおける

錨泊について（Reminder – Anchoring in 

Malaysian Waters off Singapore） 

– Gard アラート、第 26 号 7 月: 液化する可能

性のある固体ばら積み貨物に関する BIMCO の

新しい用船契約条項（New BIMCO charterparty 

clause for solid bulk cargoes that may liquefy） 

– Gard アラート、第 20 号 7 月: 北米の ECA 要

求事項のカナダでの実施の遅延について

（Canada delays implementation of the North 

American ECA requirements） 

– Gard アラート、第 6 号 7 月: インドネシア – 

未精製の鉱物製品の輸出について、7 月 5 日の

アップデート（Indonesia – Export of unrefined 

mineral products, update 5 July） 

 

– Gard アラート、第 4 号 7 月: 2012 年 8 月以降

の北米 ECA 要求事項について（North 

American ECA requirements after 1 August 2012） 

– Gard アラート、第 4 号 7 月: トーゴにおける

新しい海賊対策の実施（Togo implements new 

anti-piracy measures）. 

– Gard アラート、第 29 号 6 月: バール モンテ

ネグロ – 亜鉛濃縮物貨物の液化（Bar 

Montenegro – Liquefaction of zinc concentrate 

cargoes） 

– Gard アラート、第 21 号 6 月: 注意 – 水先案

内人乗下船設備 – 既存船舶に適用される要件

の改定（Reminder Pilot – Transfer arrangements 

– Revised requirements applicable to existing ships） 

 

– Gard アラート、第 14 号 6 月: ポートステー

トコントロール– 2012 年は火災安全システム

に対する検査強化キャンペーンを展開（Port 

State Control – 2012 concentrated inspection 

campaign on fire safety systems） 
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サーキュラーはすべて www.gard.no から入手

できます。Gard のロスプリベンション・サー

キュラーの電子メールによる受け取りをご希

望の方は、terje.paulsen@gard.no までご連絡く

ださい。  


