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KAGOSHIMA TRADENEWS 
社団法人 鹿児島県貿易協会 



海 外 レ ポ ー ト 

上 海  

－上海市場における高級食材販売チャネルの多様化－ 

 

鹿児島県上海駐在員 木下 栄一 

 

１ はじめに 

 内閣府が 8月 16日に発表した 4-6月期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前期比 0.1%増、
年率換算で 0.4％増となった。この結果、同期のドル換算した GDPは中国のそれを下回り、
中国の 2010年通年の GDPが日本を抜いて世界 2位になるとの見方が報道され、アメリカ
に次ぐ「世界第二位の経済大国」という地位から陥落することになった日本では、改めて

中国経済の勢いを再認識させられることとなった1。 
 他方で、中国の一人当たりの GDP が約 4000 ドルと、日本の一人当たり GDPと比較し
た場合の 10分の１程度であることを強調して、中国の経済発展は日本の経済発展水準に達
しないことを主張する向きもある。 
 

図表：日米中の GDP 推移（兆ドル、年） 

 
（出典：IMF） 

 
 確かに、中国経済は、都市・農村間格差、地域間格差、（都市・農村の）内部格差という

３つの格差がモザイク状に入り組んでいる2ため、マクロの経済データあるいは平均数値の

みでは、その複雑な実態にアプローチをすることは困難である。 
 そこで、本稿では、中国その中でも特に上海市場に焦点を当てて、食品販売チャネルの

高級化・多様化というミクロ視点から、中国経済の成長実態を観察することとする。 



２ 売れ筋の見極めと販売チャネルの選択 

 数年にわたり日本産食品の販路開拓・販促支援に関わってきた JETRO上海センターの大
橋氏によれば、最近、日本産食品のプロモーションの現場で、以下のような変化が見受け

られるということである。 
 
 モノ珍しさから、置いておくだけでもある程度売れていた日本産食品は、ここ数年露

出が続き消費者に飽きられている感もあり、売り上げが伸び悩む傾向も出てきている。

輸入可能なあらゆる食品が輸入されて一巡した状態にあり、改めてビジネス全体の検証

を行う段階にある。価格が高く、知名度がなく、説明者が不在で、試食も出さないで売

れる商品はまれである。 
 消費者の反応を見るためにとりあえず輸出し、ぼちぼち売り上げの出ていた段階がフ

ァーストステージとすれば、現状は、中国での売れ筋商品を見極め、効果的なプロモー

ションをしなければ売り上げにつながらないセカンドステージに入ったと言えるだろう。 
 
 大橋氏の指摘は、マーケティングの４P、すなわち「何を（Product）」「いくらで（Price）」、
「どのように（Promotion）」について言及してはいるが、「どこで（Place）」という販売チ
ャネルには触れていない。 
 かつては、久光百貨店（香港そごう系）、上海第一ヤオハン百貨店（中国百聯集団）、梅

龍鎮伊勢丹百貨店（三越・伊勢丹グループ）の３つの百貨店が、上海市場における日本産

食品の販売チャネルとして利用され、上海万博開催中の現在でも、各自治体が物産展など

のプロモーション事業を実施している。 
 一方で、最近では、これら百貨店カテゴリーとは異なる、スーパーマーケット・カテゴ

リーとも言うべきチャネルが増加しつつある。 
 
３ スーパーマーケット・カテゴリーの増加 

 スーパーマーケット・カテゴリーとは、その名称のとおり、新たに上海市場にスーパー

マーケットを業態として出店進出した店舗のことを意味する。 
 スーパーマーケット業態で開店し、日本産食品を多数取り扱う店舗を、その開店順に紹

介すると以下のようになる。 
① GL-Japan Plaza（2009年 8月開設） 
広島県の海運会社の子会社が開設・運営。上海市内屈指の観光スポットである「新天地」

に隣接する場所に立地。福島県や富山県など一部自治体が地元産品を販売・プロモーシ

ョンするための場所として活用。 
② 上海 City Super（2010年 5月開設） 
地下鉄２号線沿い「陸家嘴駅」から直接アクセス可能な上海国際金融センター地下２F
に開設。香港 City Super系列で、黒酢や焼酎など鹿児島県産品も取り扱われる。 



③ OLE（2010年 7月開設） 
国有企業・華潤グループの高級スーパーマーケット。上海以外に、杭州、寧波にも店舗

を構える。北海道や沖縄県などの物産や新鮮な魚介類を取扱う。 
≪今後開店予定≫ 
④ ユニー上海 

2012年開設予定。 
 

図表：上海市場における高級食材販売チャネル分布図 

 

（出典）Google Mapにより筆者作成。 

 
４ おわりに 

 日本産食材の販売チャネルが、かつてのように百貨店一辺倒ではなく、スーパーマーケ

ットという業態でも取り扱われるようになったのは、日本産食材を使用した食事というも

のが、上海市民にとっては「非日常」ではなく、「日常」化しつつある証左のひとつとみな

しても良いだろう。 
 経済全体の経済成長とそれに伴う消費者購買力の増大は、これまでの日本産食材のタ

ーゲットを限定的な富裕層から一段下の所得階層（新中間層）まで拡大する機会をもたら

し、それは販売チャネルの多様化という現象によって裏付けられつつある。ただ、いずれ

の店舗も「満員御礼」というわけではなく、潜在的需要を掘り起こす試行錯誤を繰り返し

ている段階である。チャネルの拡大が需要の増加につながる一方で、上海市場へと新規参

入する企業や商品はそれ以上に増加しており、競争環境は一層厳しくなっている。先述の



大橋氏の指摘とおり、売れ筋商品の見極めと効果的プロモーションの追求とともに、販売

チャネルの選択という部分も、今後注視していく必要がある。 
 
 
【参考文献】 
・ 薛進軍［2010］「中国の所得格差」（日本評論社『経済セミナー』No.655，pp24-31.） 
・ 大橋聡［2010］「日本産食品市場：売れ筋の見極めと効果的プロモーションを」（『ジェ

トロセンサー』（2010年 6月号）pp62-63.） 
 
 
                                                  
1 “THE WALL STREET JOURNAL（日本語版）”Web.参照 →
（http://jp.wsj.com/World/China/node_91631） 
2 薛進軍［2010］「中国の所得格差」参照。 
 
 
《連絡先》 
 社団法人鹿児島県特産品協会上海駐在事務所 
 （鹿児島県上海事務所） 
  ℡：（+86）021－6237－2233   FAX：（+86）021－6208－2730 
  E-mail：kagoshima@k-p-a-sh.com 
  
このコーナーでは、鹿児島県の海外駐在員や海外派遣職員の方々のフレッシュなレポー

トを毎月掲載しています。レポートに関するみなさまからのご意見・ご質問・ご要望等を

お待ちしております。 

 



おお知知ららせせココーーナナーー  
★貿易協会主催で「中国経済セミナー」を開催します！！ 

 経済成長著しい中国の現状及び、中国においてどのような販路開拓をすべきなのかについて

のセミナーを行います。 
 先着順となりますので、受講を希望される方はお早めに事務局までお申込ください。 
 
【開催概要】 
■日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）14：00～17：00 
■場所：市町村自治会館 403 号室  
    （鹿児島市鴨池新町７－４ TEL：099－206－1010） 
■参加費：無料  
■定員：90 名程度（先着順になります） 
■主催：(社 )鹿児島県貿易協会  
■共催：三井住友銀行  
■後援：鹿児島県（予定） 
 
【内容】（予定） 
（第1部） 中国経済の現状について 
（第2部） 中国での販路開拓について 
【講師】（予定） 
三井住友銀行 グローバルアドバイザリー部 中国・アジア担当部長 渡辺友昭氏  
■申込書：http://www.kibc-jp.com/h22/oshirase/china1.doc 
上記 URL から参加申込書をダウンロード後、必要事項を記入の上、FAX（099－251－8483）
または E－ｍａｉｌ（info@kibc－jp.com）にてお申し込みください。 
【お問い合わせ】 
(社 )鹿児島県貿易協会 担当：寺薗・地福  
TEL：099－251－8484  FAX：099－251－8483 
 

★「食」のアジア展開 勉強会開催のご案内   

【開催概要】 

■日 時： 平成２２年１０月１日（金）１５：３０～１７：１５（終了後、交流会を開催） 

■場 所： （独）中小企業基盤整備機構 九州支部 １階会議室 

（福岡市博多区祇園町 4-2 博多祇園ＢＬＤＧ.１階 TEL092-263-1500） 

■参加費： 無料（勉強会）※交流会は会費 1.000 円 

■定 員： ６０名程度（先着順） 

■主 催： 九州経済国際化推進機構、九州経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構

九州支部 

■協 力： 九州商工会議所連合会 

 



【プログラム】 

（第１部）来日する中国人観光客向け地域産品の販売戦略  

大西正也氏／株式会社チャイナ・コンシェルジュ代表取締役社長 

（第２部）商談会・物産展の活用方法とフォローのあり方 

畑中英明氏／福岡商工会議所海外定番化支援アドバイザー 

（終了後）交流会（立食・会費制） 

 

【お申込み締切日】２０10 年９月 28 日（火） 

参加申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。  

＜お問い合わせ先＞  

九州経済産業局国際課 （担当：川原、春口） 

ＴＥＬ ０９２-４８２-５４２３ 

 

★2010 台湾生活用品&パテント商品商談会開催のご案内  

台湾生活用品メーカー・輸出業者７ ４社(8 月 19 日現在)が来日し、福岡（10 月 4 日）・大阪

（10 月 6 日）・東京（10 月 8 日）で「2010 年 台湾生活用品及びパテント商品商談会」を開催し

ます。 

 毎年恒例となるこの商談会は定期的に商談ができる場として、昨年も 2 千名以上のバイヤ

ーの方々が来場致しました。台湾貿易センターによる貿易相談コーナーにて皆様の貿易サポ

ートも行っております。 

<開催概要> 

■日時：2010 年 10 月 4 日(月) 9：30～17：00 

■会場：ホテルオークラ福岡 4F「平安の間」 

     （福岡市博多区下川端町 3-2） 

■主催：台北駐日経済文化代表処、台湾貿易センター 

■後援：福岡市、福岡商工会議所、社団法人福岡貿易会、 

日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター 

■出展品目：日用雑貨、インテリア、ギフト、文具、バッグ・袋物、健康・美容グッズ、 

        介護用品、アイデア商品、スポーツ・レジャー用品、園芸用品、DIY 用品、 

        ペット用品、カー用品、家電製品、電子製品、ハードウェア等 

■詳細 URL：http://www.taitra.gr.jp/event/life/index.html 

【お問い合わせ・お申込み】 

台湾貿易センター福岡事務所 担当：堤、福永 

TEL：092-472-7461  FAX：092-472-7463 

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw 

 

★アヌーガ 2011 世界食品メッセグループ出展募集のご案内 

 長い歴史と伝統を誇るアヌーガには、全世界から 6千社以上の有力メーカーが出展し、約 15

万人の専門業者と活発な商談が繰り広げられます。ケルンメッセ日本事務局では、アヌーガに

グループ出展を希望される団体の皆様にアヌーガ出展に関する諸手続きを一貫して日本語で

サポートさせていただきます。詳しいご案内をご希望の際は、日本事務局までお気軽にお問い

合わせください。 



<開催概要> 

■会期：2011 年 10 月 8 日（土）～12 日（水） 

■会場：ドイツ連邦共和国ケルンメッセ会場 

■開催頻度：隔年（奇数年） 

■展示対象商品：一般食品、原材料、デリカデッセン、健康食品、サプリメント、保存食品、調

味料、コンビニエンス、食肉、ソーセージ 等。 

<出展までのスケジュール> 

2010 年 11 月末 出展申込一次締め切り 

2010 年 5 月 1 日 出展申込二次締め切り グループ参加企業登録締め切り 

2010 年 7 月下旬 招待状発送 

2010 年 9 月 28 日～ 搬入・装飾開始 

2010 年 10 月 8 日～ 見本市開催 

【お申込み・お問い合わせ】 

ケルンメッセ株式会社 

〒106-0045 東京都港区麻布十番 2-20-6 ジャノメ麻布十番ビル７F 

TEL：03-5418-6245  FAX：03-5418-6246 E-mail：kmjpn@koelnmesse.jp 

URL:www.koelnmesse.jp 

 

★「台湾電子回路見本市」参観のご案内 

今年で第 11 回目を迎える同見本市には約 250 社が出展、来場者は 2 万人が見込まれ、 

台湾のみならず海外からの出展も予定されています。 

本見本市はプリント基板及び電子組み立て及びグリーンテックを柱として、基板、電子組み立

て作業に使用される環境保全材料や設備・技術のほか、電子部品の放熱に関するテーマでも

出展しており、更に充実した見本市となっております。 

業界の動向が一目で分かる同見本市は、貴社の今後の事業活動の一助になるのではない

かと確信致しておりますので、本見本市で新規パートナーの開拓、情報収集をされては如何で

しょうか。 

≪開催概要≫ 

■日 時：2010 年 10 月 20 日(水）～22 日（金） 

       20 日 10:00－17:00  21 日 9:30-017:00  22 日 9:30－16:00 

■場 所：台北世界貿易センター南港展示ホール（台北市経貿二路 1 号） 

■主 催：台湾プリント基板協会等 

■出展規模：250 社 

■出展内容：各種 PCB、PCB 材料及び化学品、PCB テスト装置、PCB プロセス装置、 

          SMT 生産/テスト設備、放熱モジュール、 環境設備など 

【お問い合わせ・お申込み】 

台湾貿易センター福岡事務所 担当：堤、福永 

TEL：092-472-7461  FAX：092-472-7463 

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw 

 

★日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内 

【１】「ニューヨーク国際ギフトフェア 2011-冬展」出品者募集中！ 



ジェトロは世界のトレンド発信地の一つであるニューヨークで開催される、北米最大規模の

国際ギフト総合見本市「ニューヨーク国際ギフトフェア」にジャパンパビリオンを設け、参加す

ることとなりました。この機会にぜひ出品をご検討ください。 

◇会期：2011 年 1 月 30 日(日)～2 月 3 日(木) 

◇開催地：米国・ニューヨーク 

◇会場：Jacob K. Javits Convention Center 

◇出品料：580,000 円（輸送なし、統一基本装飾含む）／小間 

     717,000 円（輸送あり、統一基本装飾含む）／小間 

◇申込締切：2010 年 10 月 20 日（水）書類必着 

◇お問い合わせ： 

 海外見本市課 担当：上野、和波（わなみ）、宇田川 

 TEL：03-3582-5183 FAX：03-3505-0450 E-mail：FAB4@jetro.go.jp 

↓詳細はこちら 

http://www.jetro.go.jp/events/nyigf2011/ 

 

【２】IETF 2011「エネルギーと環境展」ジャパンパビリオン出品者募集中！ 

ジェトロはインド最大の機械技術分野の統合見本市「第 19回インド国際産業&技術フェア

（IETF2011）」の「エネルギーと環境展」にジャパンパビリオンを組織して参加します。 

本展示会への出展を通じて、同国における省エネルギー・新エネルギー・環境関連製品、

技術 PR の機会、新規取引先発掘の場としてご活用いただきたく、ぜひ出品をご検討くださ

い。 

◇会期：2011 年 2 月 10 日（木）～12 日（土） 

◇開催地：インド・ニューデリー 

◇会場：Pragati Maidan 

◇対象：再生エネルギー技術、環境技術、省エネルギー技術 

◇参加費：無料 

     ※出品物の輸送費、旅費・宿泊費などは御社での負担となります 

◇申込締切：2010 年 9 月 30 日（木） 

◇お問い合わせ： 

 海外見本市課 担当：堀田、九鬼（くき）、川西 

 TEL:03-3582-5183 FAX：03-3505-0450 E-mail:fab3@jetro.go.jp 

↓詳細はこちら 

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20100812774-event 

 

【３】カナダ食品見本市「CRFA ショー2011」ジャパンパビリオン出品者募集中！ 

ジェトロ・トロントセンターでは、日本食のさらなる海外普及を目的として、一昨年、昨年に

引き続き、カナダで最大級の食品見本市である、「CRFA ショー2011」にジャパンパビリオン

を設け、出品者を募集します。 

同ジャパンパビリオンへの出品は、カナダにおけるフードサービス分野でのビジネス開拓

にとって良い機会となりますので、ぜひ出品をご検討ください。 

◇会期：2011 年 3 月 6 日（日）～8 日（火） 

◇開催地：カナダ・トロント 



◇会場：デイレクト・エナジーセンター 

◇出品料： 

  A. 1 小間（角）：1211.93 カナダドル＜募集枠 7 小間＞ 

  B. 1 小間：1101.75 カナダドル＜募集枠 2 小間＞ 

  C. 半小間（角）：605.97 カナダドル＜募集枠 1 小間＞ 

  ※1 小間は 3.3 メートル×3.3 メートルです。 

◇申込締切：2010 年 12 月 10 日（金） 

◇お問い合わせ： 

 ジェトロ・トロント・センター 担当：宮内、飯田 

 TEL：1-416-861-0000 FAX：1-416-861-9666 E-mail：tor@jetro.go.jp 

↓詳細はこちら 

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20100819817-event 

 

【４】お茶の海外向け輸出セミナー ～鹿児島産緑茶の販路拡大について～ 

◇日時：2010 年 10 月 7 日(木) 10:00～12:00 

◇場所：マリンパレスかごしま 4 階 カトレアの間 

◇内容：鹿児島産緑茶の販路拡大について  

◇講師：有限会社ヘリヤ商会 代表取締役 谷本宏太郎 氏 

◇主催：ジェトロ鹿児島 

◇後援：鹿児島県、鹿児島県茶業会議所、(社)鹿児島県茶生産協会、鹿児島県茶商業 

        協同組合(予定) 

◇参加費：無料 

◇定員：50 名 （先着順） 

◇申込締切：2010 年 9 月 24 日(金) 

【問合先】ジェトロ鹿児島（担当：水谷、井尻） 

【詳細】以下 URL をご参照下さい。 

 ⇒ http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20100820472-event 

 

【５】米国向けお茶輸出商談会 

◇日時：2010 年 11 月 1 日(月) 9:00～17:00（予定）  

 ※商談は全て事前予約制（商談時間は商談先 1 社につき 45 分間まで）  

◇場所：鹿児島サンロイヤルホテル 3 階 杉の間 

◇商談先：以下の米国の茶輸入業者 4 社（卸売業・小売業等）。   

 1．In Pursuit of Tea Inc. （ニューヨーク州ニューヨーク）  

 ・お茶を専門に扱う輸入、卸売り会社。主な販路はレストランやインターネット。  

 ・最近ニューヨーク市ソーホー地区にお茶専門の小売店 をオープン。  

 2．Tazo Tea Company/ Starbucks （オレゴン州ポートランド）  

 ・スターバックス店舗で販売するお茶を全面的に供給している。  

 ・食品卸を通じスーパーマーケット（Whole Foods Market、Safeway、Target 等）にも卸す。  

 3．Teance （カルフォルニア州バークレー）  

 ・お茶のバイヤーで輸入、卸売、小売販売を行う。  

 ・店舗にはティールームを設けて、茶葉のテイスティング等を行うなど、お茶の普及に注力



している。  

 4．The G.S. Haly Co. Inc. （カルフォルニア州レッドウッドシティ）   

 ・米国で 120 年の歴史を持つ老舗のお茶卸業者であり、小売や輸入部門も持っている。  

 ・Peet’s Coffee and Tea にもお茶を卸す。  

◇主催：ジェトロ鹿児島  

◇参加費：無料  

【申込条件】  

（1）中小企業基本法に定める中小企業、農業協同組合等。   

（2）日本国内で生産・製造された茶、茶関連製品等であること。  

（3）米国へ輸出可能な品目である（現地の輸入制限や検疫条件等に合致するもの）。  

（4）ジェトロが成果把握等のために実施するアンケート等にご協力いただける方。  

【申込締切】2010 年 10 月 1 日(金) （商談アレンジ結果通知：2010 年 10 月 25 日(月)ま

で）  

 ※お申し込み受付後、ジェトロで商談アレンジを行います。なお、参加企業様の選定につ

いては各バイヤーと事前協議の上、決定し、ご連絡させていただきます。  

【詳細】以下 URL をご参照下さい。 

 ⇒ http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20100816683-event 

【問合先】ジェトロ鹿児島 （担当：水谷、井尻） 

〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町 9-1 鹿児島県産業会館 6 階 

［TEL］099-226-9156 ［FAX］099-222-8389 ［e-mail］KAG@jetro.go.jp 

［URL］http://www.jetro.go.jp/kagoshima/ 

 

■国内：10 月前半■ 

◇ジャパン ジュエリー フェア 2010【宝石、貴金属、アクセサリー】 

2010 年 9 月 1 日（水）～2010 年 9 月 3 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=119160&UserName=webuser1 

 

◇分析展 2010/科学機器展 2010【精密・測定・試験機器】 

2010 年 9 月 1 日（水）～2010 年 9 月 3 日（金）幕張メッセ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=120375&UserName=webuser1 

 

◇第 24 回 東京ビジネス・サミット 2010【総合見本市】 

2010 年 9 月 2 日（木）～2010 年 9 月 3 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=122239&UserName=webuser1 

 

◇第 70 回 東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2010【ギフト用品】 

2010 年 9 月 7 日（火）～2010 年 9 月 10 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=121766&UserName=webuser1 



 

◇国際物流総合展 2010【流通業、物流、輸送用機器】 

2010 年 9 月 14 日（火）～2010 年 9 月 17 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=105757&UserName=webuser1 

 

■海外：10 月前半■ 

◇EXPO REAL 2010 - 第 13 回 国際商用不動産専門見本市【不動産】 

2010 年 10 月 4 日（月）～2010 年 10 月 6 日（水）ドイツ / ミュンヘン 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=119296&UserName=webuser2 

 

◇Frankfurt Book Fair 2010【書籍】 

2010 年 10 月 6 日（水）～2010 年 10 月 10 日（日）ドイツ / フランクフルト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=117898&UserName=webuser2 

 

◇7th International Motorcycle, Scooter and Bicycle Fair 

【自転車、自動二輪車】 

2010 年 10 月 6 日（水）～2010 年 10 月 10 日（日）ドイツ / ケルン 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=105791&UserName=webuser2 

 

◇LINEAPELLE BOLOGNA - AUTUMN/WINTER 2011-12 

【皮革、履物、繊維・衣料、アクセサリー】 

2010 年 10 月 12 日（火）～2010 年 10 月 14 日（木）イタリア / ボローニア 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=122619&UserName=webuser2 

 

◇Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition)2010 

【電気・電子、コンピュータ】 

2010 年 10 月 13 日（水）～2010 年 10 月 16 日（土）中国 / 香港 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=127611&UserName=webuser2 

 

 

 

《お問い合せ先》日本貿易振興機構（ジェトロ）展示事業部 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 

TEL:03-3582-5541 FAX:03-3505-0450 

http://www.jetro.go.jp/j-messe 

E-mail:j-messe@jetro.go.jp 



 

今年世界第 2 位の経済大国になることが確実視される中国を中心に経済成長著しいアジア諸国。

このようなアジアへのビジネス展開に、香港はどのような役割を果たせるのか。独自の切り口で中

国ビジネスを分析するコンサルタント水野真澄水野真澄水野真澄水野真澄氏をお招きし、中国・アジアをターゲットとする香

港の活用法をご紹介します。このほか日本を代表する玩具メーカー((((株株株株))))バンダイバンダイバンダイバンダイの香港拠点を中心

としたアジア戦略の概要のご紹介や、香港貿易発展局とインベスト香港のご協力により作成いたし

ました「海外海外海外海外ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの手引手引手引手引～～～～香港香港香港香港」のご紹介など、盛りだくさんの内容となっております。 

中国・アジア市場攻略方法をご検討されている横浜市内等の企業の皆様、奮って御参加ください。 

～中国・アジアビジネスへの活用ポイント～ 

【日 時】 ２０１０年１０月１３日（水）１４：００～１７：００ 

【会 場】 (財)横浜企業経営支援財団 大会議室（横浜市中区太田町 2-23 横浜ﾒﾃﾞｨｱ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 7 階） 

【参加費】 1000 円／1 名（「横浜型地域貢献支援事業」認定企業は無料） 

【主 催】 横浜企業経営支援財団、香港貿易発展局、インベスト香港 

【後 援】 ジェトロ横浜、横浜商工会議所、ＮＰＯ法人日本香港協会 

※参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にて送付ください。 

ホームページ http://www.ywbc.org/gbs/20101013.html からも受付中！ 

氏 名  

企業名  

所属・役職名  

貴社の事業内容 

所在地 〒  

TEL FAX  E-MAL  

参加申込書  ＦＡＸ （０４５）２２５－３７３７  

アクアクアクアクセスセスセスセス    ⇒⇒⇒⇒    http://www.idec.or.jp/aboutus/a5http://www.idec.or.jp/aboutus/a5http://www.idec.or.jp/aboutus/a5http://www.idec.or.jp/aboutus/a5----map.php4map.php4map.php4map.php4    

本事業は横浜市からの

委託で行っております 

※ご記入いただいた個人情報は、主催者の事業および主催者からの情報提供以外の目的には使用いたしません。 

（財）横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部 

【問合せ】 (財)横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部 担当：槇野・冨永 

      電話：０４５－２２５－３７３０   ＦＡＸ:０４５－２２５－３７３７ 

ｾﾐﾅｰ 1 香港を取り巻く最新状況 
香港貿易発展局 東京事務所次長 伊東 正裕 氏 

ｾﾐﾅｰ 2 中国ビジネスのための香港、そのメリットとデメリット（仮） 
Mizuno Consultancy Holdings Limited 代表取締役 水野 真澄 氏 

ｾﾐﾅｰ 3 企業の香港活用事例紹介 
(株)バンダイ グローバル戦略室 ﾃﾞﾋﾟｭﾃｨｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 恩田 悟 氏 

ｾﾐﾅｰ 4 インベスト香港がサポートした日系企業の紹介 
香港経済貿易代表部 投資推進室（ｲﾝﾍﾞｽﾄ香港）室長 佐々木 由紀雄 氏 

横浜型地域貢献企業の認定 
□あり  □なし 



タイからの輸出希望企業リスト(2010.8月分）

No. Company ProductName

1 DAANVIR BROTHERS CO.,LTD.
Handicrafts "Doi Tung" Brand,Hand-tufted
carpet,Home textile,Ceramicware,Saa paper
products,Fashion accessories

2 PATTAYA FOOD & SERVICE CO.,LTD. Jewelry(Silver,Crystal）

3 FRIENDSHIP IMPEX CO.,LTD. Soap for high-end market

4 NST FOOD INGREDIENTS LTD. Rice,Canned Pineapple, Baby Corn

5 NAKHONSAWAN WANGDEE RICE MILL CO.,LTD
Canned Pineapple,Concentrate,Asian Taste
Sauce

6 LORPHOONPHOL RICE MILL CO.,LTD. Legal services(assurance,financial advisory,etc.,)

7 RUNGPATTANA TEXTILE CO., LTD. Handmade sculpture

8 SIAM WICKER CO.,LTD. Rice, Canned Sweet Corn,Pineapple

9 AALVEE TRADING INT'L (THAILAND) LTD. Hom Mali Rice, Glutinous Rice,White Rice

10 TWIN CUPIDS INTERNATIONAL CO.,LTD. Gem stone, Jewelry

情報元：タイ国政府貿易センター福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〒810-0001福岡市中央区天神1-13-2興銀ビル８Ｆ　TEL 092-751-6311  FAX 092-751-6522 
　　　http://www.thaitrade.jp/   e-mail:ttcfkk@thaitrade.jp

http://www.thaitrade.com/japan/partners/index.html



番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９２ 東京商工リサーチ 2010/07/21

2 日経ビジネス　２０１０．７．１９ 日経ＢＰ社 2010/07/21

3 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９７ 日本貿易振興機構 2010/07/23

4 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９３ 東京商工リサーチ 2010/07/23

5 アジ研　ワールド・トレンド　２０１０．６　Ｎｏ．１７７ アジア経済研究所 2010/07/23

6 アジ研　ワールド・トレンド　２０１０．７　Ｎｏ．１７８ アジア経済研究所 2010/07/23

7 財界九州　２０１０．８　Ｎｏ．１０３１ 財界九州社 2010/07/23

8 日経ビジネス　２０１０．７．２６ 日経ＢＰ社 2010/07/26

9 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９８ 日本貿易振興機構 2010/07/27

10 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９４ 東京商工リサーチ 2010/07/30

11 世界の消費市場を読む　中間層を軸に広がるビジネスチャンス ジェトロ 2010/07/30

12 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８０２ 日本貿易振興機構 2010/08/01

13 地球の歩き方　’１０～’１１　上海　杭州・蘇州・水郷古鎮 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 2010/08/03

14 地球の歩き方　’１０～’１１　フランス 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 2010/08/03

15 日経ビジネス　２０１０．８．２ 日経ＢＰ社 2010/08/03

16 中国経済　２０１０．８ 日本貿易振興機構 2010/08/03

ライブラリー近着図書(H22.7.21～H22.8.20)

近　　着　　図　　書　　資　　料　　情　　報

★ここでは、かごしま海外ビジネス支援センターライブラリーで入手した図書を紹介しています。載掲されている資料
は自由に閲覧することができます。
★ライブラリーでは、設置してあるパソコンを自由にご利用いただき、インターネットを使って貿易に関する情報を入手
できます。パソコンのご利用は無料ですのでどうぞご活用ください！！

★また、図書や資料等の充実を図るため、みなさまからのご要望もうけつけております。揃えてほしい資料等がござい
ましたら、事務局までご連絡ください。

※セキュリティの為、一部閲覧できないサイトもございます。



番号 資料名 発行者名 受入年月日

ライブラリー近着図書(H22.7.21～H22.8.20)

17 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９９ 日本貿易振興機構 2010/08/04

18 日経ビジネス　２０１０．８．９－１６合併号 日経ＢＰ社 2010/08/09

19 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９５ 東京商工リサーチ 2010/08/09

20 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９６ 東京商工リサーチ 2010/08/13

21 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８００ 日本貿易振興機構 2010/08/13

22 アジ研　ワールド・トレンド　２０１０．８　Ｎｏ．１７９ アジア経済研究所 2010/08/17

23 香港スタイル
日本貿易振興機構（ジェトロ）　香港セン
ター

2010/08/17

24 ジェトロセンサー　２０１０．９ 日本貿易振興機構 2010/08/18
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＊＊＊ 薩摩川内港（川内港）から世界へ!! ＊＊＊ 
（川内港貿易補助金及び寄港曜日変更等のご案内） 

 

 
【コンテナ船と移動式ハーバークレーン】        【コンテナヤード】       

 

１．外貿定期コンテナ航路について 

 

現在，興亜海運株式会社（日本総代理店・三栄海運株式会社）による，薩摩川内港／釜

山港を結ぶ国際定期コンテナ航路が開設され，釜山港を経由して中国・東南アジア地域を

はじめ，全世界を結ぶ貨物航路として順調に取扱量を伸ばしており安定したサービスの提

供を行っています。 

なお，平成２１年５月２２日から運航スケジュールの変更により，薩摩川内港がファー

ストポート（国内初寄港地）となりました。 
 これにより，鹿児島県西部地域の企業へのメリットとして，薩摩川内港から釜山港への

直接寄港による国内輸送費の削減，釜山港接続による興亜海運のサービスネットワークに

よる東南アジア/中国／台湾間のサービスが益々便利となり，更に，大手船社による釜山港

経由での全世界への物流ルートが確保されます。 

また，平成１９年３月に，南九州西回り自動車道の『薩摩川内都ＩＣ』が開通したこと

や，『薩摩川内都－市来』間が無料区間であるため，薩摩川内港とのアクセスが更に充実し

ました。  

 
   ＜平成 22 年 6 月現在＞ 

航路名 

船舶名 

積み個数 

（20f コンテナ換算） 

船社 寄港曜日 寄港地 
船舶代理店 

協力会社 

韓国航路 

GLOBAL NUBIRA 

 

320 個 

興亜海運

株式会社

１便／週

（金） 

釜山(木)～薩

摩川内(金)～

三池(土)～八

代(土)～釜山

(日) 

日本通運（株）川内支店

0996‐22‐4171 

中越物産（株） 

九州流通事業所 

0996‐26‐3335 

 

２．薩摩川内港貿易補助金について 

 

（１）補助対象者 

 薩摩川内港において外貿定期コンテナ船又はその他外国貿易船を利用する荷主に対

し，かごしま川内貿易振興協会が輸出入に要する経費の一部を補助します。ただし，製

紙原材料であるチップの貿易活動は対象外とする。 

 



（２）補助金の額 

  １交付対象者１年度当たり３０万円を限度額とする。 

   ・コンテナ貨物  コンテナ１個当り２万円（コンテナ種別に関わらず同額） 

   ・バラ貨物    貨物１ｋｇ当り１円 

 

３．ＣＦＳ（Container Freight Station）の設置について 

“コンテナ１個に満たない小口貨物（輸出）でも取扱いが可能” 

薩摩川内港鹿児島谷山ＣＦＳと薩摩川内港ＣＦＳを設置し，コンテナ１個に満たない 

小口輸出貨物について，釜山経由で世界各地へ向けての輸送サービスを実施しています。 

 荷主は各ＣＦＳに貨物を運び込みますので，これまでのように県外等への長距離国内 

輸送をする必要がありませんので，輸送コストの軽減につながります。 

 是非ご利用下さい。 

 

【設置場所】 

 ・薩摩川内港鹿児島谷山ＣＦＳ 

  日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島海運事業所 倉庫（保税蔵置場） 

  所在地：鹿児島市南栄４丁目４３番地 

  ＴＥＬ 099-269-6111（川内支店 0996-22-4171） 

 

 ・薩摩川内港ＣＦＳ 

  中越物産㈱九州流通事業所 Ｎｏ.１倉庫（保税蔵置場） 

  所在地：薩摩川内市港町字唐山６１１０番１９６（薩摩川内港内） 

   ＴＥＬ 0996-26-3335 

 

４．リーファーコンセントの口数について 

  ４４０Ⅴ：５口 

 
５．夜間照明施設の設置について 
  平成２１年３月に夜間照明施設１基を増設し，コンテナヤード内の夜間照明施設は

３基となりました。 
 

 ６．３軸トレーラの対応について 

   平成２０年４月から，20 ﾌｨｰﾄの国際海上コンテナにフル積載（24 トン）する場合，

３軸トレーラが必要となり，現行の改造２軸トレーラのままでは，過積載違反となり

ます。 

  薩摩川内港の各業者は，３軸トレーラを配置しておりますので，フル積載コンテナ

を確実に運送できる薩摩川内港のご利用をお願い申し上げます。 

 

   

 

 

【問 合 せ】 

 

かごしま川内貿易振興協会（薩摩川内市国際交流センター内） 

TEL・FAX ０９９６－２５－３３００ 

薩摩川内市 商工政策部 企業・港振興課 

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線４３５２）FAX ０９９６－２０－５５７０



１．志布志港の概要

　　志布志港は，日本の南の端に位置し東アジアに近いという地理的優位性から，九州で

　唯一の中核国際港湾に位置づけられ，国際物流拠点港として整備が進められております。

　　また，近年志布志港のコンテナ取扱貨物量は増加傾向にあり，これに対応するため，

　平成９年度から，新若浜地区に多目的国際ターミナルの整備を進めており，平成２１年

　３月には，国際コンテナターミナルの一部供用を開始したところです。

２．新若浜地区「国際コンテナターミナル」について

　　平成２１年３月に供用を開始した，国際コンテナターミナルは，５万トン級のコンテナ

　ナ貨物船が接岸できる，水深１４ｍの岸壁１バース（Ｌ＝２８０ｍ）とガントリークレー

　ン２基を有しており，コンテナ蔵置場は，１２万ＴＥＵの蔵置能力を備えています。

　　この他，コンテナターミナルには，動植物検疫の検査場や多目的上屋１棟，冷凍冷蔵

　コンテナ用のリーファーコンセント５０口などが整備されています。

　　また，志布志港は，ＣＩＱ機能も充実しており,本コンテナターミナルが，指定保税地

　域に指定されていることから，税関手続きの迅速な処理ができるようになっています。

■■　国際物流拠点を目指す「志布志港」　■■



３．利用者に対するインセンティブ

（１）外貿コンテナ船の係船料とガントリークレーン使用料を１／２減免中。

（２）新若浜地区国際コンテナターミナルの野積場及びリーファーコンセントの使用料を

　　　１／２減免中（平成２１年度～平成２２年度の２年間限定）。

（３）食品を輸出する荷主に対して，コンテナ助成金（２万円／１本）を実施中。

　　　　　※（３）につきましては，志布志市港湾商工課にお問い合わせください。

４．定期航路の状況

　　志布志港には，外貿内貿について，それぞれ定期船が就航しています。

　　外貿コンテナ定期航路については，中国・韓国・台湾・フィリピン・香港との間に航路が

　開設されており，台湾・香港航路（週１便），台湾・フィリピン航路（週１便），韓国航路

（週５便），中国航路（週２便）の計４航路週９便があり，国内定期航路についても，東京・

　大阪・沖縄との間に定期航路が就航しています。

＜平成２２年６月現在＞

航路（開設） 運航会社 寄港頻度 寄　港　地 船舶代理店 航路開設

志布志⇔神戸　⇔　ＫＴＸ１～３

台湾・香港 ＯＯＣＬ １便/週 　ＫＴＸ１：高雄～香港～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 東洋埠頭㈱

航路 （土） 　　　　　　～蛇口～厦門 志布志支店

（週１便） 　ＫＴＸ２：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ～香港～厦門 099-472-8270

　ＫＴＸ３：蛇口～香港

東京船舶･ 鹿児島海陸

台湾・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 愛媛 １便/週 マニラ～高雄～基隆～那覇 運送㈱
航路 オーシャン （月） ～志布志～門司～中関～松山 志布志営業所

（週１便） ライン ～広島～細島～基隆～マニラ 099-472-8123

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～細島 志布志支店

（月） ～宇部～大分～釜山 099-472-8270

ＳＴＸ 日本通運㈱

ＰＡＮ ２便/週 釜山～志布志～徳山～釜山 志布志支店

OCEAN (火･土) ～志布志～釜山 099-472-1121

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～ 志布志支店

（金） 大分～博多～釜山 099-472-8270

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～清水～豊橋 志布志支店

（月） ～高知～岩国～釜山 099-472-8270

天津新港～大連～青島～

１便/週 福山～水島～広島～志布志 ㈱山下回漕店

（水） ～寧波～上海 099-472-1401

寧波～上海～伊万里～福山 東洋埠頭㈱

１便/週 ～水島～広島～志布志～ 志布志支店

（木） 天津新港～大連～青島 099-472-8270

上海～志布志～福山～

広島～徳山～上海【休止中】 ㈱上組

大連～伊万里～志布志～中関  志布志支店

～大連～青島～福山～高松 099-473-2486

～水島～広島～大連【休止中】

　　【お問い合わせ】
　　　志布志港ポートセールス推進協議会事務局（鹿児島県土木部港湾空港課内）
　　　　〒890-8577　鹿児島市鴨池新町１０番１号
　　　　TEL 099(286)3653　FAX 099(286)5632
　　　　E-MAIL　sbsport@pref.kagoshima.lg.jp 　　
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/

H15.6

H12.12

H11.11

H14.1

H14.3

H21.5

H18.4

外 貿 コ ン テ ナ 定 期 航 路 の ご 案 内

南星海運

中国航路
（週２便）

ＡＰＬ

韓国航路
（週５便）

休止中民生輪船

神原汽船

興亜海運

H18.4



引き合い情報・企業情報等を掲載しているホームページ 
 
○JETRO TTPP  

  http://www.jetro.go.jp/ttppj/  
  …輸出入，技術提携等の取引相手探しに今すぐ利用できる企業マッチングシステム。 
 
○日本貿易振興機構(JETRO)  

  http://www.jetro.go.jp/indexj.html  
  …国内外の見本市情報がデータベースで検索可能。個人輸入情報，取引情報，投資情   

報ほか。   
 
○Business Mart  

  http://www.business-mart.ne.jp/  
  …アジアの国々を中心に世界中からの貿易の引き合い情報を集めたホームページ。 
 
○(社)世界貿易センター(東京)  

  http://www.wtctokyo.or.jp  
  …貿易引き合い情報，商品紹介ほか。   
 
○（財）大阪国際経済振興センター(IBPC 大阪)  

  http://www.ibpcosaka.or.jp/j/ 
  … 会員登録無料の IBPC貿易引合掲示板。引き合いの検索のほか，掲載も可能。 
 
○ＷＴＣ JAPAN 貿易引合掲示板    

  http://www.wtcjapan.ne.jp  
  …海外取引を希望する中小企業支援のための本格的な無料引合情報サイト。 
 
○(財)大阪産業振興機構 国際経済支援事業部 

  http://www.ibo.or.jp/ 
  …貿易・投資をはじめとする国際ビジネスを支援。引き合い速報他。  
 
○(財)東京都中小企業振興公社 国際化支援室  

  http://www.tokyo-trade-center.or.jp/  
  …国内外の取引き支援情報を発信。 都内中小企業取扱商品情報，輸出入取り扱い企業

情報，業種別各種団体情報の検索システム。  
 

★ほかにも海外ビジネス支援センターのホームページのリンク集には引き合い情報を掲載

したサイトがございますので，どうぞご利用下さい。(http://www.kibc-jp.com) 




