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海 外

レポート

シンガポール

シンガポールの日本産食品事情～物産展とラーメン～

(財)自治体国際化協会シンガポール事務所 片野田 拓洋

シンガポールへ赴任して早 1 年半経ちました。シンガポールには安くて美味しいローカ

ルフードがたくさんあるのですが、たまには日本食も恋しくなります。シンガポールには

日本からの輸入食品を扱うスーパーや、日本食レストランが多くあり、日本と変わらない

食生活を送ることができます。価格は少々高いのですが、日本産の野菜、果物、味噌、醤

油、ビール、焼酎、納豆までありとあらゆるものが、日系のスーパーマーケットに限らず、

ローカルスーパーでも豊富に並んでいます。また、日本人経営、ローカル経営にかかわら

ず日本食レストランも多く、高級割烹の「なだ万」、牛丼の「吉野屋」、ラーメンの「一風

堂」など日本からの進出も多くあります。

今回は、そんなシンガポールにおける日本産食品及び日本食の現状をお届けします。

1 日本産食品輸入の現状

2010 年の財務省統計によれば、日本からの農林水産物・食品の輸入総額は 4,920 億円、

うちシンガポールへの輸出額は 138 億円となっています（表 1 参照）。

国別輸出先としては第 8 位ですが、シンガポールの人口は中国などと比べるとはるかに

少なく（約 500 万人）、輸出額を人口で割ったランキングだと、香港に次ぐ第 2 位となりま

す。

表 1：農林水産物・食品の輸出先（2010 年） 単位：億円
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では、なぜこれほど日本産食品が多く輸入されているのでしょうか。現在シンガポール

在住の日本人は約 2 万 5 千人。これらの方々が購買者であることは間違いありませんが、

それ以上にシンガポール人にも広く受け入れられていることが大きな要因です。日系のデ

パートやスーパー、日本食レストランの客層は日本人だけでなく、むしろシンガポール人

が大多数を占めます。

また、農地がほとんどない都市国家であり、食品はほとんどを輸入せざるをえないこと、

自国内の農業を守る必要性が低いため、検疫の規制が緩やかであること等により、食品の

輸入のしやすい国であることも理由のひとつです（こういった事情は香港も同様です）。

シンガポールの一人当たりの GDP は日本をすでに上回っており、投資可能資産 100 万米

ドル（約 8,000 万円）以上の世帯の割合は世界で一番多い 15.5％という調査結果も出るな

ど、購買力についても世界有数といえます。多少高価でも、品質がよければ購入できると

いう層が増えています。

2 日本の物産展

シンガポールにある日系デパートの

高島屋、伊勢丹、日系スーパーの明治

屋では、毎月のように「北海道フェア」

や「四国フェア」と銘打ち、日本各地

の特産物を集めた物産展を行っていま

す。

日本でもそうですが、特に「北海道

フェア」は大変人気が高く、毎年心待

ちにしているシンガポーリアンも多く

います。北海道は旅行先としても人気

で知名度が高く、シンガポールにない

水産物や果物が多いことが人気の一因

となっています。

ちなみに、この 9 月には伊勢丹で「秋

の九州フェア」が開催されました。伊勢丹ではここ数年、年 2 回「九州フェア」を行って

おり、特に 9 月のフェアでは毎年山形屋産業開発(株)協力の下、多くの鹿児島県産品が店

頭に並びます。今年も黒酢、焼酎、さつまあげ、鰹節、お茶、化粧品等多くの鹿児島の企

業の方が出展されていました。

ただ、売り上げについては、今年は震災の影響もあってどの物産展も伸び悩んでいるよ

うです。また、いつもどこかで物産展をやっていることから、逆にマンネリ化するおそれ

もあり、地域色が強く目新しい目玉商品（その時でないと買えないもの）を発掘してくる

ことが、デパート側の腕の見せ所になるといえます。

出展者サイドから見れば、いきなり本格的な輸出を始めるのではなく、まずはこういっ

た物産展に出展することで、シンガポールの方の反応を見て、何が売れて何が売れないの

【伊勢丹「秋の九州フェア」の広告】
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かの判断ができるというメリットがあります。実際、物産展への出展をきっかけに、本格

的な輸出につながったケースも多くあるようです。

3 日系ラーメン店の進出

シンガポールには多くの日本食レストランがあるのですが、最近特に目に付くのは日本

のラーメン店です。私が赴任した当初より日系のラーメン店がいくつかあったのですが、

ここ最近は出店ラッシュといっていいような状況であり、ラーメンブームを感じます。

JETRO シンガポールによると、現在日系ラーメン専門店を経営する企業は 20 社近くあると

のことです。

1997 年に「味千ラーメン」（熊本県）が進出したのを皮切りに、「らーめん山頭火」（北

海道）や「一風堂」（福岡）等有名なラーメン店が続々と進出しており、1 店舗だけでなく

2 店舗目、3 店舗をオープンさせるラーメン店も多くあります。

  価格はどこのラーメン店も 1 杯 S$12～S$20（約 750 円～1,200 円）程度と決して安く

はないのですが、行列のできている店も多く見かけます。地元フードコートのヌードルが

S$5（約 300 円）程度ということを考えると、庶民の味というよりもちょっとしたごちそう

です。

7 月には中心部の大型ショッピングセンターの一角に、日系ラーメン店 6 店舗を集めた

「Ramen Champion」もオープンしました。これは、横浜にある「ラーメン博物館」のよう

に、日本全国選りすぐりのラーメン屋さんを集めたもので、札幌、東京、富山、博多のラ

ーメン店が出店しています。こちらも連日行列が出来るほどの人気のようです。

残念ながら、鹿児島のラーメン店でまだ進出しているところはありませんが、シンガポ

ール人は食に対する好奇心が旺盛ですし、上記の「Ramen Champion」の一番人気はとんこ

つベースの博多ラーメンとのことですので、

鹿児島ラーメンは売れるのではないかと個人

的には感じています。

また、ラーメン店の進出増加に伴い、日系

の製麺業者も現地での生産を始めています。

それまでは日本から輸入する冷凍麺を使用す

ることが多かったのですが、麺の現地調達が

可能になり、これからはバリエーションの増

加や低価格化が進むことが考えられます。製

麺業者としては、将来的には、シンガポール

と同様にラーメン店の進出が多いタイや、今

後進出が増えると思われるインドネシア、マレーシアなど周辺諸国への麺の供給も視野に

入れているとのことです。

4 おわりに

シンガポールは昨年度の経済成長率が過去最高の 14.5％を記録し、今年も引き続き高い

【Ramen Champion】
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成長率が予想されています。インドネシア、マレーシア等周辺の東南アジア諸国も経済成

長を続けており、シンガポールを中心として東南アジアにまで視野を広げると、今後も日

本産食品や外食産業の進出の可能性はますます広がると考えられます。日本の自治体でも、

今年は多くの首長がトップセールスとして地元産品の PR に訪れており、今後もこの流れは

続くものと思われます。

また、食材だけでなく「ラーメンの麺」のような日本食に欠かせない加工品や、日本の

優れた業務用調理器具など、食に関する市場は様々な可能性を秘めています。

シンガポールや東南アジア地域において、今後どういった形で日本の食産業が発展して

いくか目が離せません。

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

レポートを掲載しています。

レポートに関する皆様からのご意見・ご質問・ご要望等をおまちしております。

【（財）自治体国際化協会シンガポール事務所のご案内】

       住所：CLAIR SINGAPORE，6 BATTERY ROAD, # 31-02, Singapore 049909

     電話：(65)6224-7927      FAX : (65)6224-8376
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Information

福岡商工会議所　商工振興本部（田島）

TEL： 092-441-1117 

CPhI Japan運営事務局（UBMジャパン株式会社）

TEL : 03-5296-1020　　FAX : 03-5296-1018

E-mail : info@cphijapan.com

「貿易実務ハイブリッドセミナー(入門編) 」のご案内

本セミナーは、会社としてこれから貿易取引をはじめるお客さま現在は間接貿易ながら、
今後自社での貿易取引を予定されている方，初歩的な貿易実務スキルの取得を必要とされて
いる方を主な参加対象としております。

《開催要領》
【主催】福岡商工会議所，三井住友銀行，三井倉庫(株)
【後援】(社)福岡貿易会
【日時】平成23年11月18日（金） 13：00～17：00
【会場】福岡商工会議所 5階501号室

福岡市博多区博多駅前2-9-28
【講義内容】貿易決済方法，船積書類，貿易コンプライアンス

輸出入物流，通関業務ほか
【講師予定】
［三井住友銀行］ グローバル・アドバイザリー部推進役 井上泰伸
［三井倉庫九州］ 営業部北九州営業２課 井上弘一
【定員】50名（1社2名様まで）
【申込締切】11月11日（金）
【詳細ＵＲＬ】http://www.fukunet.or.jp/event2/detail.cgi?eid=959

お問い合せ先

「CPhI Japan 2012」国際医薬品原料・中間体展出展のご案内

お問い合せ先

次回10周年を迎える医薬品原料・中間体にフォーカスした日本最大の国際トレード

ショー。

国内最大！製薬メーカーと医薬品原料・中間体サプライヤーとのミーティングプレー

ス

本展では、新薬開発に向けた医薬品原料・中間体を初めとする医薬品の有効成分のサ

プライヤーが世界各国から一堂に集結し、その最新製品、サービス、技術を世界マー

ケットに向け発表するとともに、年に一度の海外顧客とのミーティングの場として、

展示会を有効活用しています。

《開催概要》

【名称】CPhI Japan 2012 (国際医薬品原料・中間体展)

【併催】ICSE Japan 2012 (製薬業界受託サービスエキスポ)

P-MEC Japan 2012 (原薬・中間体 機器/装置展)

BioPh Japan 2012 (バイオファーマジャパン) 

【会期】2012年3月21日（水）、22日（木）、23日（金） 10:00 ～ 17:00

【会場】東京ビッグサイト 東5・6ホール

【主催】化学工業日報社、UBMジャパン、 UBM Live BV
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Information

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

E-mail：kag@jetro.go.jp.

ＴＥＬ.092-761-4261　ＦＡＸ.092-724-2102

九州経済産業局 国際企画調査課 担当：藤本・山口 

ＴＥＬ.092-482-5428　ＦＡＸ.092-482-5321

(社)九州経済連合会 国際部 担当：柳井

【セミナー】中小企業向けシンガポール経済ビジネスセミナー のご案内

～グローバル・アジア展開を支えるハブ、シンガポール～
シンガポールは、アジアにおける経済・金融センターとして目覚しい発展を遂げるとと

もに、貿易・物流等のグローバル・ハブともなっています。近年においては、黒牛・黒
豚・焼酎等を始めとする鹿児島県産食品の輸出を通じ、同国は鹿児島県のビジネス・パー
トナーとしても注目されています。

《開催概要》
【日時】2011年11月21日（月曜） 14時00分～16時30分
【場所】ホテルウェルビューかごしま 2階 潮騒の間（鹿児島市与次郎2-4-25）

内容
1．「グローバル・アジア展開を支えるハブ・シンガポール －日本企業の進出の動向－」

講師：シンガポール経済開発庁 リジョナル・ダイレクター クラレンス・チュア・
イァクフア氏

2．「シンガポールのユニークさとビジネス機会」
講師：株式会社幕張メッセ 常務取締役 寺澤 義親 氏（前ジェトロ・シンガポール

所長）

【主催・共催】ジェトロ鹿児島、（社）鹿児島県貿易協会
【後援】鹿児島県、鹿児島経済同友会、鹿児島アグリ＆フード金融協議会（予定）
【参加費】無料
【定員】50名 （先着順）

お問い合せ先

お問い合せ先

【セミナー】「九州・ベトナム経済交流セミナー」のご案内

ベトナム政府計画投資省、商工省、工業団地会社及びベトナム進出日系企業などを招いた、ベト

ナムへの投資・貿易に係るセミナー及び個別企業相談会が開催されます。
ベトナムへの投資やベトナムとのビジネスなどに関心のある皆様はこの機会にぜひご参加くださ

い。
なお、質問や貿易及び投資に係る個別企業相談会参加者の申し込みを受け付けますのでご案内しま

す。

《開催概要》
＜九州・ベトナム経済交流セミナー（福岡市）＞

【日時】2011年11月29日（火）（受付13時30分～）
○セミナー 14時00分～17時30分

○レセプション 18時00分～20時00分
【場所】ホテルニューオータニ博多３階「芙蓉の間（雅）」（福岡市中央区渡辺通1-1-2）

＜九州・ベトナム経済交流セミナー個別企業相談会＞
（福岡市）

【日時】2011年11月30日（水）9時00分～ 3時間程度
【場所】ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2）

（北九州市）
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Information

E-mail：ibo@mydome.jp

TEL：03-3971-6571 / FAX：03-3590-7585

 (財)大阪産業振興機構　国際経済支援課(IBO)　担当：見浪

TEL：06-6942-2674　FAX：06-6942-2258

お問い合せ先

お問い合せ先

【製品安全セミナー】「食品・食器類の輸入通関と検査」のご案内

食品・食器類の輸入通関をスムーズに進めるためには、届出に必要な書類や自主検査の

手配など、事前準備が重要です。

当セミナーでは、食品・食器類の輸入検査の業務にあたっている検査機関から講師をお

招きし、輸入届出の流れ、登録検査機関での検査の流れ、自主検査の依頼方法、必要な書

類とサンプル量、検査成績書の有効期限、品目登録制度の利用などについて解説します。

これから輸入ビジネスを始めたい方、すでに始めている方も、是非この機会にご参加くだ

さい。

※参加申込みの注意事項

本セミナーは有料セミナー(1,000円)です。参加費は、当日会場受付にてお支払いくださ

い。

《開催概要》

【日時】 2011年11月21日（月） 14:00～16:00  

【内容】

・食品衛生法に基づく輸入届出の概要

・登録検査機関での検査の流れ

・自主検査の依頼方法と必要な書類とサンプル量

・品目登録制度の利用 など

【募集人員】 50名（先着順 定員に達し次第締め切ります）

【参加費】 1,000円

【会場】 池袋サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル5階

コンファレンスルームRoom6 

中国法制度講座参加者募集中のご案内

IBO(国際経済支援課)では、世界第2位の経済大国に成長した中国。世界の工場から世

界の市場へと変貌した中国。しかし、進出している日本企業の多くは必ずしも成功して

いるとは言えない。その原因には、中国の法制度に対する知識不足と中国社会に対する

理解不足等から生じる問題です。現在の中国労働法・税制度等を理解し、貴社の中国ビ

ジネスを成功に導くため のキーワードは何か。講師は中国ビジネスの経験に基づいた説

得力のある講演が好評の仙波慶子氏です。ぜひご参加ください。
《開催概要》
【日時】 (1)平成23年11月16日(水)

(2)平成23年11月30日(水)〈全2回〉
ともに14時～17時

【会場】 マイドームおおさか8階「第5会議室」
(大阪市中央区本町橋2-5) 

【講師】 日中ビジネスサービス(有)代表 仙波慶子氏
【受講料】 4,000円(※講座テキスト含む) 
【定員】 20名(先着順) 
【申込み締切日】2011年11月14日(月)

【詳細URL】http://www.mydome.jp/ibo/seminar/

《詳細URL》
http://www.mipro.or.jp/Event/touroku/id/
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E-mail：cosme@reedexpo.co.jp

Information

福岡商工会議所　担当 国際グループ（宮崎・山崎・田島） 

TEL 092-441-1117 　FAX 092-441-1149 

事務局　リード エグジビション ジャパン(株)

TEL：03-3349-8509(直)　FAX：03-3349-4922

お問い合せ先

お問い合せ先

【セミナー】中小企業から世界へ！～和菓子メーカー丸京製菓の挑戦

～

第3回国際化粧品開発展出展募集のご案内

化粧品業界に特化した国際商談展。化粧品原料、OEM、容器/パッケージ、研究機器な

ど、化粧品の開発・企画に必要なあらゆる製品・サービスが一堂に出展する専門展です。

アンチエイジング、オーガニック化粧品の市場拡大や、PB商品取扱い企業（ドラッグス

トア・百貨店・サロン 他）の急増など、化粧品の新規開発やOEM化が一層加速していま

す。これらの動向を受け益々注目が集まる本展は、次回さらに規模を拡大して開催しま

す。貴社もぜひご出展ください。

《開催概要》
【会期】2012年 6月27日(水)～6月29日(金)  
【会場】東京ビッグサイト
【主催】リード エグジビション ジャパン 株式会社
《来場対象者》
（１） 年々、研究開発費が増加する化粧品メーカー！
（２） 近年急増している、化粧品プライベートブランド商品取扱い企業！
（３） 化粧品業界へ参入が相次いでいる医薬品・食品・飲料メーカー！
【詳細URL】http://www.cosme-i.jp/ja/Home/

どらやき生産量世界一で、鳥取県に所在する丸京製菓株式会社代表取締役社長の鷲見

浩生氏をお招きし，地方の中小企業が果敢に世界へ挑戦し、海外販路を拡大している実

例をご本人より紹介していただきます。

是非ともご参加くださいますようご案内いたします。

《開催要領》
【日時】2011年11月30日（水）1400～1600

（受付開始 1330）
【場所】福岡商工会議所 5階501会議室

（福岡市博多区博多駅前2－9－28）
【定員】50名（先着順）
【参加料】無料
【主催】福岡商工会議所，福岡アジアビジネス支援委員会
【協力】九州商工会議所連合会，福岡県商工会議所連合会，福岡県商工会連合会
【申込方法】
お申込書をプリントアウトし必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み頂くか、
申し込みフォームにてお申し込みください。

【詳細URL・申込書】http://www.fukunet.or.jp/event2/detail.cgi?eid=962
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11月30日（水）～
12月2日（金）幕
張メッセ

◇青果物流通・加工技術展（アグロ・イノベーショ
ン 2011）
【農林水産業、物流、包装】

12月5日（月）～
12月7日（水）幕
張メッセ

◇第6回再生可能エネルギー世界展示会
【エネルギー、環境、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137202&UserName=webu
ser5

11月18日（金）～
11月20日（日）西
日本総合展示
場・新館

◇第31回 西日本トータルリビングショー
【建築・建設、家具・インテリア用品、警備、DIY】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138458&UserName=webu
ser5

12月15日（木）～
12月17日（土）東
京ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137704&UserName=webu
ser1

◇エコプロダクツ 2011 ［第13回］【環境】

◇クリーンライフビジョン 21　2011大阪国際クリー
ニング総合展示会
【ランドリー、産業用機器・設備】

12月7日（水）～
12月9日（金）パ
シフィコ横浜

◇国際画像機器展 2011
【光学、光工学、電気・電子、通信、情報処理】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137522&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137296&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137053&UserName=webu
ser5

Information

開催期間 見本市名 URL

11月16日（水）～
11月18日（金）東
京ビッグサイト

◇〈INCHEM TOKYO 2011〉　プラントショー
【化学、プラント、新素材、省エネ、水処理】

11月16日（水）～
11月18日（金）幕
張メッセ

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=143523&UserName=webu
ser6

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=136183&UserName=webu
ser5

12月2日（金）～
12月4日（日）イ
ンテックス大阪

◇セミコン・ジャパン2011【先端技術、電気・電子、
製造・生産技術】

12月7日（水）～
12月9日（金）幕
張メッセ

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=136588&UserName=webu
ser5

◇国際放送機器展【映像、電子】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=121480&UserName=webu
ser5

11月16日（水）～
11月18日（金）パ
シフィコ横浜

◇Embedded Technology 2011／組込み総合技術
展
【電気・電子、通信、情報処理、コンピュータ】

見本市情報

～国内開催見本市～
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12月13日（火）～
12月15日（木）米
国 / ラスベガス

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145255&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145119&UserName=webu
ser5

◇The 12 edition of Asia Television Forum
【放送、映像】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145398&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=94866&UserName=webus
er5

◇POWER-GEN International 2011
【エネルギー、電気】

12月7日（水）～
12月9日（金）シ
ンガポール / シ
ンガポール

◇21st International Exhibition for Health Care,
Medical Engineering
　and Pharmaceuticals【ヘルスケア、医療技術、
製薬・製剤】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138694&UserName=webu
ser5

◇International Show for Minerals, Fossils,
Gemstones and Jewellery
　(国際鉱物・化石・原石・宝石展)【鉱物、宝石】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=134759&UserName=webu
ser3

12月2日（金）～
12月4日（日）ドイ
ツ / ハンブルク

12月5日（月）～12
月9日（金）ロシア
/ モスクワ

12月3日（土）～
12月11日（日）イ
タリア / ミラノ

◇L'Artigiano In Fiera- 16thINTERNATIONAL
CRAFTS SELLINGEXHIBITION
　（第16回 工芸品販売国際見本市）【手工芸品】

12月5日（月）～12
月8日（木）アラブ
首長国連邦 / ア
ブダビ

◇2nd International Exhibition for Small &
Medium Enterprises - SME 2011
【総合見本市】

◇Automechanika Shanghai
【自動車（部品）】

1月14日（土）～1
月19日（木）イタ
リア / ビチェン
ツァ

◇VICENZAORO First【宝石、貴金属、時計】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=142522&UserName=webu
ser3

1月11日（水）～1
月14日（土）英国
/ ロンドン

◇BETT 2012【教育・訓練、通信、情報処理】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=144155&UserName=webu
ser3

12月7日（水）～
12月10日（土）中
国 / 上海

1月11日（水）～1
月13日（金）ドイ
ツ / デュッセル
ドルフ

◇The International Network of The Promotional
Product Industry
【広告、マーケティング、販促用品】

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=141592&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148445&UserName=webu
ser3

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. Company WebPage ProductName

1 SIVALAI SPA http://www.sivalaispa.com Spa Franchise

2 L.S.K. MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP http://www.lskmachine.com
MACHINERY(ELECTRIC HOIST, CRANE,WINCH
ETC.,)

3 BHUMRADEE CO.,LTD. http://www.reddiamondherb.com Thai herb (Raw material),Agarwood chips,oil,log

4 ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Jewelry(Gold,Silver,Crystal,Fashion,Body etc.,)

5 MILLIMED CO.,LTD. http://www.millimedthailand.com/
Pharmaceutical
Products:Medicine,Supplementary,Cosmetic, Health
Care Products

6 C.P. INTERTRADE CO.,LTD. http://www.foodcpi.com/ FROZEN TILAPIA(FISH), FROZEN FOOD

7 PRANALI CORPORATION CO., LTD. http://www.pranaliwellness.com Spa Products

8 ASIA PACIFIC FOOD INDUSTRIES CO.,LTD.
Curry paste,Sauce,Coconut
milk,Condiment,Noodle box, Rice, Seasoning

9 ROI-IN CO., LTD. http://www.roi-in.co.th WOODEN FURNITURE

10 S.T. RUBBER FACTORY CO.,LTD. http://www.strubber.co.th
Rubber Auto Parts:Bearing, Mounting, Bushing
etc.

11 SIAM RUBBER COMPANY http://www.siamrubberthailand.com
Natural Rubber:Ribbed Smoked Sheet,Air Dried
Sheet

12 NOPAKAOW GOLD & GEMS CO.,LTD. http://www.nknopakaow.com/ Silver 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

タイ国からの輸出希望企業リスト（2011.10月分)
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＊＊＊ 薩摩川内港（川内港）から世界へ!! ＊＊＊

週２便就航

１．国際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，薩摩川内港と韓

国釜山港を結ぶ国際定期コンテナ航路が開設され，安定したサービスを提供しております。

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。

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／台湾等へのコンテナサービスの利用が可能であり，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。

   ＜平成 23 年 11 月現在＞

航路名

船舶名

積み個数

(20F 換算）

船社・日本総代理店 船舶代理店・代理店協力会社

韓国航路

ＮＯＶＡ

２０４ＴＥＵ

■船社

興亜海運株式会社（韓国）

HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD

■日本総代理店

三栄海運株式会社

SAN EI SHIPPING CO.,LTD

（船舶代理店）

日本通運株式会社川内支店

0996‐22‐4171

（代理店協力会社）

中越物産株式会社九州流通事業所

0996‐26‐3335

寄港曜日（２便/週） スケジュール

火 曜 日 釜山港(日)～三池港(月)～薩摩川内港(火)～釜山港(水)

木 曜 日 釜山港(水)～薩摩川内港(木)～八代港(金) ～三池港(金)～釜山港(土)

【コンテナ船と移動式ハーバークレーン】 【コンテナヤード】
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２．指定保税地域の指定について

平成２２年１１月１日に薩摩川内港のコンテナヤードが指定保税地域の指定を受け，公

共性の確保，保税地域が拡張され税関手続きがより迅速に処理できるようになりました。

３．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なります。

（２）補助金の額

区分 補助金額

新規利用事業者

■コンテナ貨物 （１個当たり） ２万５千円

■バラ貨物   （１Ｋｇ当たり） １円

■１年度当たりの上限額  ５０万円

継続利用事業者

■コンテナ貨物 （１個当たり） ２万円

■バラ貨物   （１Ｋｇ当たり） １円

■１年度当たりの上限額  ４０万円

*予算の範囲内での支給となりますので、全額は支給されない場合があります。

*コンテナは種別にかかわらず同額となります。

４．リーファーコンセントの口数について

４４０Ⅴ：１５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。

【問合せ先】

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
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１．志布志港の概要

　　志布志港は，九州南東部位置する，鹿児島県が管理する重要港湾です。

　　本港の背後地域は，牛・豚・鶏などを生産する日本有数の畜産地帯となっており，こ

　のような背景から，志布志港には，穀物船やコンテナ船により，世界各国からとうもろ

　こし，牧草，稲わら等の飼料原料が輸入されています。

　　輸入された飼料原料は，若浜地区の臨海工業用地に立地している大規模穀物貯蔵施設

　や配合飼料製造業等により，配合飼料等が生産され，九州各地に搬出されています。

　　また，志布志港の沖合いは，環太平洋の国際海上コンテナルートとなっている特性も

　あり，現在，外貿定期コンテナ航路が，台湾，香港，中国，韓国，フィリピンとの間に

　４航路週８便体制で就航しており，このほか，大阪，東京，沖縄を結ぶ内航フェリーネ

　ットワークも充実しています。

　　このように，志布志港は，南九州地域における国際物流拠点港としての機能を担って

　います。

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

　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」　■■
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３．志布志港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。

（２）新若浜地区国際コンテナターミナルを発着する定期コンテナ船を利用する荷主に対し，

　　　新規または増加分の輸出入貨物について以下を助成。

　　　●輸出貨物：１万円／ＴＥＵ。１荷主の年間助成限度額は，１千万円。

　　　●輸入貨物：５千円／ＴＥＵ。１荷主の年間助成限度額は，５百万円。

（３）新若浜地区国際コンテナターミナルを発着する定期コンテナ船を利用し食品を輸出する

　　　荷主に対して，２万円／本を助成。但し，１荷主の年間助成限度額は，５０万円。

　※（２）及び（３）の詳細につきましては，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４便），中国航路（週２便）の計４航路週８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。

　　なお，定期航路の就航状況につきましては，鹿児島県ホームページ（以下ＵＲＬ）をご覧

　ください。

鹿児島県ホームページ（定期航路のご案内）

http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/gaiyou/kouro.html

　　【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/
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(社)鹿児島県貿易協会では、県内企業等の海外事業展開を支援するため、貿易

実務・関税・金融など専門のアドバイザーによる貿易相談を実施しています。

海外との貿易取引に関する基礎知識、輸出入の諸手続き、交渉の進め方、決済

の方法、その他海外との取引に関する様々なご相談に応ずることにしています。

現在、既に海外との貿易を展開中の方、これから海外貿易を検討したいと考え

ておられる方などお気軽に貿易相談をご活用ください。

○相 談 日：随時

○時 間：随時

○場 所：かごしま海外ビジネス支援センター

（県産業会館６階）

○相 談 料：無 料

○ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：貿易実業者、金融機関、通関実務者、

商社等からの専門アドバイザーが対応。

○相談方法：センターライブラリーでの個別相談

（事前に電話等でご予約ください。）

℡：０９９－２５１－８４８４

～アドバイザーのご紹介～

担 当 アドバイザ－ 役職名

実 務 弓場 秋信 弓場貿易㈱ 代表取締役

通 関 溝口 清文 ㈱共進組 取締役副会長

通 関 日置 建一 鹿児島海陸運送㈱ 空港営業所所長

通 関 平野 孝文 日本通運㈱志布志支店 支店長

金 融 有薗 純一 南日本ファイナンス㈱ 代表取締役

金 融 梅 允中 ㈱鹿児島銀行 営業支援部アジア貿易推進室長

※なお、FAX、E メールでも相談に応じますが、相談内容により回答に時間を

要する場合もございます。

貿 易 相 談 の ご 案 内
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新規入会会員の募集について

協会では、新規に入会していただける会員企業を広く募集しております。

鹿児島県下に事務所や事業所を有し、海外との取引に興味のある企業をご存知でしたら、

ぜひ事務局までご紹介くださいますようお願いいたします。

貿易協会概要

鹿児島県下に事業所を持つ貿易業及びこれに関連する事業を営む者並びに関係機関・団体

等で構成される社団法人です。

会員の相互の連携により、海外ビジネス情報の交換、海外市場の調査、海外取引の斡旋、

研究発表などを実施し、海外貿易の促進・振興をはかり、鹿児島の経済発展に寄与するこ

とを目的に活動しています。

【設立】：1957 年 2 月 22 日

【会員数】：107 社（平成 23 年４月 1 日現在）

【役員】：会長 丹下 甲一

理事  20 名

監事 2 名

貿易協会の業務

① 海外取引の斡旋・調査

輸出入を希望する海外企業の紹介

② 海外市場開拓の支援

見本市参加、商談会開催

③ 貿易相談

   取引業務や苦情処理など貿易を巡る諸相談

④ 貿易講演会等の開催

海外市場等に関するセミナーや講演会

⑤ 貿易刊行物の発行・頒布

     貿易ニュース鹿児島、トレードダイレクトリー鹿児島

⑥ インターネットを活用した情報発信

  ホームページ、メーリングリスト

⑦ かごしま海外ビジネス支援センターの運営

     県内企業・個人に対する海外ビジネスの支援

入会金と会費

【入会金】3,000 円

【会費】普通会員費・・・・月額 2,000 円

    特別会員費・・・・月額 2,500 円

    賛助会員費・・・・年額 1 口 50,000 円

※特別会員とは外国航路船舶会社、通関業者、金融機関、役員所属企業など。

※賛助会員とは地方公共団体、商工会議所、商工会の団体。

-30-



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) 
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