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Information

マレーシア貿易開発公社大阪事務所（担当：橋詰）

Tel:（06）6451 6520　　Fax:（06）6451 6521

osaka@matrade.gov.my

ワイヤレス・テクノロジー・パーク運営事務局（日本イージェイケイ株式会社　内）

T E L ：03-6459-0444（代表）　　F A X ：03-6459-0445

E-mail：wtp@ejkjapan.co.jp（担当：菅野）

MIHAS 2011 展示会視察＆商談会ツアーのご案内

　
2011年4月6－9日、クアラルンプール（KL）にて第8回 International HALAL Showcase
(MIHAS) が開催されます。
下記スケジュールに全参加いただくことを条件として、宿泊（指定）、現地での移動
（空港・会場送迎など）、必要に応じて商談通訳者の手配など、これらにかかる費用全
てをMATRADEが負担させていただきます（往復航空券のみ各自にて手配・購入となりま
す）。

 4月4日（月）　各自KL入り　（着後、ホテルまで送迎します）
 4月5日（火）　*商談会（終日）
 4月6日（水）　商談会（半日）
 4月7日（木）　MIHAS視察（各自）　　‾‾‾‾↓‾‾‾‾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MIHAS開催（～4月9日）
 4月8日（金）　帰国の途（マレーシア航空の深夜便利用なら丸2日間展示会視察に当て
られます。　前日深夜便での帰国も可）

*商談会について：事前に希望調達商材をヒアリングした上で現地メーカーとのマッチン
グをこちらで行います。日時指定を受けた現地メーカーが順繰りに貴社との商談に臨み
ます（30分きざみ）。参加バイヤーの皆様には指定テーブルにおつきいただき、面談を
こなしていただく、というものです。

お問い合せ先

ワイヤレス・テクノロジー・パーク2011（WTP2011）出展のご案内

　～来場者との活発な技術相談・商談を行う「ビジネスのための展示会」！！～
（2010年は、無線通信の技術者／研究者を中心に7,800名以上が来場）
【会期／会場】2011年7月5日（火）・6日（水）
　　　　　　　10：00～18：00（最終日は17：30終了）
　　　　　　　パシフィコ横浜　ホールＤ
　　　　　　（〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）
【主　催】ＹＲＰ研究開発推進協会
　　　　　ＹＲＰアカデミア交流ネットワーク
【出展申込期限】2011年４月28日

　詳細はコチラ↓
　http://www.wt-park.com/application_exhibition.html

お問い合せ先
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Information

Tel: 03-3219-3643　　Fax: 03-3219-3628

BioOpto Japan事務局　（株）ICSコンベンションデザイン

email: bioopto@ics-inc.co.jp

タイ国政府貿易センター福岡

TEL：092-751-6311　FAX：092-751-6522

E-mail：ttcfkk＠thaitrade.jp

BioOptoJapan2011出展募集のご案内

『BioOpto Japan』は、産業界からはもちろん、学術・研究機関等のアカデミックな分野
からもバイオ・医療分野に応用される「光技術・製品・サービス」を一堂に集め、効率
的で価値の高いビジネスマッチングの機会をご提供する専門展示会およびカンファレン
スで構成される有意義なイベントです。

【展示会名称】BioOpto Japan 2011 （バイオオプトジャパン）
【会　期】2011 年9 月28 日（水） - 30 日（金）
【会　場】 パシフィコ横浜　展示ホールC, D （10,000m2）およびアネックスホール
【主　催】 株式会社ICSコンベンションデザイン
【メディアスポンサー】Laser Focus World Japan、BioOptics WORLD、LEDs MAGAZINE
【同時開催】インターオプト 2011、LED ジャパン 2011/Strategies in Light、
LaserTech 2011
【入場料】 2,000円（但し、事前登録者は無料）
【申込締切日】2011年6月30日（木）

お問い合せ先

 
【商談日】2011年4月20日（水）～22日(金)10：00 - 18：00
【一般公開日】2011年4月23日(土)～24日(日)10：00 - 21：00
【会場】インパクトエキシビションセンター（IMPACT）
　チャレンジャーホール2-3
【主催】タイ国政府商務省輸出振興局（DEP）
【出展規模】タイ国内外ファッション関連企業 1,000社1,200ブース見込み
【スペシャルイベント】：アセアン・日本パビリオン、
 ファッションショー、ビジネスマッチング、
 タイランド・トレード・マート（ファッション）ツアー等
【無料シャトルバスサービス】（未定）

◆九州・沖縄県の方：事前入場登録ご希望の方は、こちら
（http://japan.thaitrade.com/trade/pdf/biffbil11.pdf）から
申込書をダウンロード頂き、E-mailもしくは、Fax（092-751-6522）
にてタイ国政府貿易センター福岡までご返送下さい。

お問い合せ先

バンコク国際ﾌｧｯｼｮﾝﾌｪｱ2011/バンコク国際皮革製品ﾌｪｱ出展ご案内
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Information

日本香港協会全国連合会

TEL：03-5210-5901　FAX：03-5210-5860

e-mail:national@jhks.gr.jp

中小企業基盤整備機構九州支部国際化推進室（担当：高柳）

電話：０９２－２６３－０３００

～著作『グワンシ』日本初出版記念セミナー開催のご案内～
日本の『ケイレツ』に匹敵する新概念『グワンシ』、中国企業・市場を行動文法『グワ
ンシ』とは何か？その構造、経営における機能、その他の社会的機能について、説明・
討論して参ります。
この1つのコンセプト『グワンシ』で全部わかる中国ビジネス！『グワンシ』を知らずし
て中国市場に乗り込む前に、是非この講演をお聞き下さい。

〈開催概要〉
【日時】2011年3月18日（金）14：00～17：15（受付13：30～）
【場所】グランドプリンスホテル赤坂　五色1階　「新緑」
　　　　（東京都千代田区紀尾井町1-2/TEL：03-3234-1111）
【参加費】無料
【定員】300名（先着順）
【主催】日本香港協会全国連合会
【共催】香港貿易発展局

　

お問い合せ先

「中小企業のためのベトナムセミナーＩＮ福岡」開催のご案内

【セミナー名称】「中小企業のためのベトナムセミナーＩＮ福岡」
【主催】独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部
【共催】独立行政法人日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ）福岡貿易情報ｾﾝﾀｰ、九州経済国際化推
進機構
【後援】九州経済産業局、福岡県、福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、
        福岡県中小企業団体中央会、（社）九州経済連合会、九州ベトナム友好協会
（以上、予定）
【日時等】平成２３年３月１０日（木曜）　１４時～１８時
          エルガーラホール７階中ホール（福岡市中央区天神１ー４－２）
   ～内　容～
　１）「ベトナム市場について」
　ベトナム経済研究所研究理事　星野達哉氏
　２）企業事例「ベトナム進出の着眼点」（五十音順）
　株式会社タカギ　　　代表取締役　　　髙城　寿雄氏
　株式会社八ちゃん堂ベトナム　　代表取締役社長　　川邊　義隆氏
　３）質疑応答
　４）交流会
【受講料】 無料 （ただし、交流会参加者は会費２，０００円）
【その他】セミナー開催当日午前中に個別相談会を実施いたします。ベトナムの専門家
がご相談に対応いたします。ベトナムへの商品展開、進出をお考えの中小企業の皆様、
ぜひご利用下さい。

お問い合せ先

中国市場戦略の鍵『グワンシ（関係）』とは
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Information

㈱近鉄エクスプレス販売　　輸出促進事業　運営事務局

電話：03-5443-9451　 fax：03-5443-9458

Email：tastejapan@jp.kwe.com

(社)全国農協乳業協会　事務局　池田　和夫

TEL：03-5577-6151　FAX：03-3295-6131

Email：ikeda@nopla.or.jp

平成22年度農林水産物等輸出課題解決対策事業事業報告・普及啓発ｾﾐﾅｰのご案内

「日本産牛乳・乳製品の東南アジア諸国ヘの輸出拡大に向けた販売・輸送体制の構築」
をテーマに、新たな牛乳・乳製品の輸出へ向けた課題解決に関する事業に取り組み、そ
の成果を乳業者や酪農家が海外への販売・輸送に取り組むための課題解決策をご紹介す
るとともに、輸出する上での諸条件やラベル・表示例、実際的なコスト試算や現地取引
先のヒアリング情報など具体的な事例をご紹介致します。

【日　時】平成23年3月15日(火)14:00～17:00
【場　所】JAビルカンファレンス 301会議室
　　　　　東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル3F
【参 加 費】無料
【申込締切】平成23年3月11日(金)

★セミナーのご案内(PDF)
http://www.nopla.or.jp/press/2011exportseminar.pdf

★参加申込書(word)
http://www.nopla.or.jp/press/exportseminarapplication.doc

お問い合せ先

中東・台湾向け普及啓発ｾﾐﾅｰのご案内

　サッカーアジアカップの舞台となったカタールを含む中東湾岸諸国および台湾は、健
康志向の高い富裕層や中間所得層が日本食材に高い関心を示しております。
　「砂漠の国でいかに鮮度を保つか？」、「航海日数30日を越える海上輸送の結果
は？」、「台湾で売りにくい野菜をどうすれば売れるか？」といった、農林水産物の輸
出に当たっての基本的な課題を解決するため、単なる輸送実験だけではなく、実際に輸
送した野菜を店頭でお客様に食べていただき、感想をアンケート方式で取りまとめまし
た。
これら２つの課題についての解決策をご紹介致しますので、是非とも普及啓発セミナー
にご参加ください。

【開催日時】平成23年3月15日（火）13:30～15:30
【会場】貸会議室アスクビル3階（TEL：092-411-0026）
　　　　福岡市博多区博多駅東１－１６－２５
【申込締切】平成23年3月4日（金）
【お申込み方法】参加ご希望の方は、「参加申込書」をダウンロードの上、事務局宛に
メール添付(tastejapan@jp.kwe.com  )またはFAX(03-5443-9458)にてお申し込みくださ
い 。折返し、アクセス方法などの詳細を記した参加表を送付致します。

★申込書ダウンロードはこちら
http://www.kwesales.co.jp/oishii/seminar/word/seminar201103v7.doc

お問い合せ先
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ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻） 

TEL:099-226-9156 FAX:099-222-8389 

E-mail:kag@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構（ジェトロ）　展示事業部　展示事業課（担当：松本、河田

TEL：03-3582-5242　FAX：03-3586-6707

ハラール市場セミナー：食品分野を中心とした新たなビジネスチャンス

　ジェトロ鹿児島とジェトロ熊本では今回、マレーシアのハラール産業開発公社より講師をお招
きし、「ハラール市場におけるビジネスチャンス」をテーマとしたセミナーを開催します。今回
のセミナーでは、ハラール認証制度における規格や認証取得手続き、ハラール市場の可能性のほ
か、ハブ化をめざしての同国の施策をご紹介します。併せて、マレーシアの経済概要や食品市場
について解説いたします。
　なお、本セミナーは逐次通訳による講演となります。またハラールでは、アルコール類と豚肉
はそもそも対象外ですので、予めご了解願います。皆様のご参加をお待ちしております。
～内　容～
1．「ハラール市場とビジネスチャンス」
講師：ハラール産業開発公社　トレーニング＆コンサルティング部長　Mr. Tuan Haji Saifol
Bahli
2．「マレーシアとの貿易～日本との食品を中心とした関係について」
講師：マレーシア貿易開発公社　東京事務所長　Mr.Yuslinawati Mohd Yusof
＜鹿児島会場＞
【日時】2011年3月7日（月曜）14時00分～16時00分 （質疑応答等を含む）
【場所】ﾎﾃﾙ・ｳｪﾙﾋﾞｭｰかごしま「潮騒の間」（鹿児島市与次郎2丁目4－25　TEL:099-206-3838）
【主催・共催】マレーシア貿易開発公社、鹿児島県貿易協会、ジェトロ鹿児島
【後援】鹿児島会場：鹿児島県、鹿児島マレイシア友好協会（予定）
【参加費】鹿児島・熊本両会場ともに無料
【定員】鹿児島会場：60名（先着順）
【お申し込み方法】申込書に必要事項をご記入の上、ジェトロ鹿児島まで送付願います。
★申込書ダウンロード
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20110217770-event/form-kagoshima.doc
【お申し込み締め切り】 鹿児島・熊本両会場ともに2011年3月4日（金曜）

お問い合せ先

FOODEXjapan2011ｼﾞｪﾄﾛ・ｿﾞｰﾝ来場者募集のご案内

　ジェトロは、3月1日～4日、幕張メッセで開催される「FOODEX JAPAN 2011」内に、23カ
国・地域の開発途上国から53社の出展者をとりまとめて参加します。
新興国の食品需要が拡大するなかで、供給地の多角化、代替供給地の開拓など、”安全・安
心”を踏まえたうえで、日本の食品市場のニーズにマッチした商品群を開拓することに努め
ました。
新しい商材、新しい調達先をお探しの方は、ぜひお立ち寄りください。

【期間】2011年3月1日（火曜）～4日（金曜）
　　　　10:00～17:00（最終日は16:30）
【会場】「FOODEX JAPAN 2011」内 2ホール 2C-01
【出展規模】23カ国・地域/53社（予定）
【出展企業一覧】http://www.jetro.go.jp/foodex2011/list.pdf（920KB）
【出展企業情報詳細】http://www.jetro.go.jp/foodex2011/details.pdf（5.2MB)

お問い合せ先
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E-mail：SIALCANADA2011@jetro.go.jp

ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

E-mail：kag@jetro.go.jp.

TEL：03-3582-5546 　FAX：03-3582-7378 

ジェトロ農林水産事業課（担当：小池） 

食品見本市「SIAL CANADA」日本パビリオン出展のご案内

　日本食のさらなる普及を目的として、カナダで最大級の食品見本市「SIAL　& SET
CANADA」にジャパンブースを設け、カナダ市場への新規参入・販路拡大をめざすわが国企業
を支援します。フードサービス分野でのカナダ市場開拓の良い機会となりますので、ぜひ出
品をご検討ください。

～SIAL CANADA 2011概要～
【会期】2011年5月11日（水曜）～13日(金曜)
【開催地】カナダ・オンタリオ州トロント市
【会場】メトロ・トロント・コンベンションセンター
【主催者】Comexposium Network, The SIAL Group
◇◆日本ブース概要◆◇
【参加規模】 日本ブース　10小間程度
　　　　　　商業ブース(企業・団体出品ブース)：9小間(予定)
　　　　　　政府ブース：1小間(予定)
【募集小間数】9小間(3.0m×3.0m)(予定)
【出品内容】日本産農林水産物、食品・飲料であり、カナダに正規輸入ができること。
【出品料】中小企業・団体出品料：147,000円
　　　　　ジェトロ・メンバーズ、農水産情報研究会会員：139,650円
　　　　　大企業：441,000円
　　　　　ジェトロ・メンバーズ、農水産情報研究会会員：418,950円
★詳細URL：http://www.jetro.go.jp/foodex2011/

お問い合せ先

食品輸出セミナー：日本食ブームに沸く韓国への輸出可能性

　本セミナーでは、ジェトロ・ソウルセンターの駐在員から、韓国における日本食市場の現
状と普及状況、食品の流通事情などを中心にご説明いたします。皆様のご参加をお待ちして
います。

【日時】2011年3月18日（金曜） 14時00分～16時30分
【場所】リナシティかのや 2階　情報研究室（鹿屋市大手町1-1）
【内容】
「日本食ブームに沸く韓国への輸出可能性について」
　　講師：ジェトロ・ソウルセンター　下笠　哲太郎
【主催・共催】鹿屋市、ジェトロ鹿児島
【参加費】無料
【定員】30名 （先着順）
【お申し込み方法】添付の申込書に必要事項をご記入の上、ジェトロ鹿児島（FAX：099-222-
8389）へ送付願います。
【お申し込み締め切り】2011年3月11日（金曜）

お問い合せ先

※申込締切
　　3月4日まで
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TEL：03-3582-4877　FAX：03-3582-7508　

E-mail：tnd@jetro.go.jp

環境・エネルギー技術課　担当：城北、馬

TEL：03-3582-4877　FAX：03-3582-7508

E-mail：tnd@jetro.go.jp

環境・エネルギー技術課　担当：栗原、金（きん）

環境・エネルギー総合展 「ENTECH POLLUTEC ASIA 2011」ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞｰｽ

ジェトロは「ENTECH POLLUTEC ASIA 2011」にジャパンブースを設置し、日本の優れた環
境・エネルギー技術を紹介することで、ビジネスチャンスを創出するお手伝いをしま
す。今後、環境・エネルギービジネスの発展が期待されるタイ及び東南アジア市場にご
関心のある日本企業ならびに日系企業の皆様には、是非ともジャパンブースへの出品を
ご検討ください。

　《ENTECH POLLUTEC ASIA 2011　概要》
【会期】2011年6月1日（水曜）～4日（土曜）（4日間）
【開催地】タイ・バンコク
【会場】BITEC（Bangkok International Trade Exhibition and Convention Centre）
【主催】UBM Asia(Thailand) Co Ltd
　《ジャパンブース 概要》
【募集小間数】9小間
【出品対象】環境・省エネルギー・再生可能エネルギーに関連する製品
　　　　　・技術・サービス等
【出品料】・中小企業： 19万円／小間
　　　　　・中小企業以外：39万円／小間
お申し込み締め切り
2011年4月8日（金曜）必着
※申し込みが募集小間数に達した場合、お申し込み期限前でも
お申し込みをお断りする場合があります。

お問い合せ先

韓国最大環境・エネルギー専門見本市「ENVEX2011」出品者募集中！

ジェトロは、韓国最大の環境・エネルギー専門見本市「ENVEX2011」に日本企
業・団体を取りまとめて参加します。
「ENVEX2011」は今年で33回目の実績を誇り、国内外から5万人を超える来場者
が見込まれます。また韓国はグリーン産業市場が急速に発展してきており、大
変有望な市場でもあります。この機会にぜひ出品をご検討ください。

▼詳細はこちら
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20110204716-event

【会期】2011年6月8日（水）～10日（金）
【開催地】韓国・ソウル
【会場】ソウルCOEX見本市会場
【出品対象】環境分野（水・廃棄物処理、など）
　　　　　　エネルギー（太陽光、風力など）
【出品料】中小企業料金：150,000円／小間
　　　　　中小企業以外：300,000円／小間
　　　　　　※1小間＝9平方メートル
　　　　　　※ジェトロ統一装飾、基本備品付き、輸送なし
【申込締切】2011年3月31日（木）

お問い合せ先
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3/25～3/27
パシフィコ横浜

◇Japan Fishing Festival～
国際フィッシングショー2011～
　【趣味、スポーツ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136389&UserName=webuser5

3/25～3/27
東京ビッグサイト

◇第38回 東京モーターサイクルショー 2011
【自動二輪車】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136470&UserName=webuser4

3/26～3/28
京都女子大学
体育館

◇日本農芸化学会 2011年度大会 附設展示会
【先端技術、新素材、合成物】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136390&UserName=webuser4

3/16～3/18
東京ビッグサイト

◇健康博覧会2011（第29回）
【ヘルスケア、保健産業、保健用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136353&UserName=webuser4

3/16～3/18
東京ビッグサイト

◇第10回 国際オートアフターマーケットEXPO
2011
【自動車補修・サービス用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=137991&UserName=webuser4

3/12～3/13
インテックス大阪

◇第18回 大阪アウトドアフェスティバル2011
【趣味、スポーツ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=137721&UserName=webuser5

3/8～3/11
東京ビッグサイト

◇建築・建材展2011（第17回）
【建築・建設】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=127317&UserName=webuser5

3/11～3/13
幕張メッセ

◇第11回 JAPANドラッグストアショー
【医薬品、ヘルスケア、保健産業】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136166&UserName=webuser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=127902&UserName=webuser5

3/2～3/4
東京ビッグサイト

◇PV EXPO 2011 ～第4回 国際太陽電池展～
【エネルギー、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=129507&UserName=webuser5

Information

開催期間 見本市名 URL

3/1～3/4
幕張メッセ

◇FOODEX JAPAN 2011
（第36回　国際食品・飲料展）
【食・飲料、食品加工、農林水産業】

見本市情報

～国内開催見本市～
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3/27～3/29
ﾄﾞｲﾂ / ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞ
ﾙﾌ

◇International Trade Fair Wines and Spirits
　(国際ワイン・アルコール飲料展)
【食・飲料、店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=134366&UserName=webuser6

3/22～26
ﾄﾞｲﾂ/ｹﾙﾝ

◇34th International Dental Show
 (第34回国際デンタルショー)
【歯科用機器・用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=105857&UserName=webuser6

3/22～26
米国 / ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ

◇CONEXPO-CON/AGG 2011
（国際建設機器見本市）【建築・建設】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=105218&UserName=webuser6

3/13～16
英国 / ロンドン

◇International Food & Drink Event (IFE 2011)
【食・飲料】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=112383&UserName=webuser4

3/16～19
ロシア / モスク
ワ

◇18th MOSCOW INTERNATIONAL EXHIBITION
TRAVEL & TOURISM
　(第18回ﾓｽｸﾜ旅行・観光国際見本市)【観光・旅
行】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=131988&UserName=webuser6

3/4～3/8
中国 / 香港

◇香港国際宝石展【宝石、貴金属、時計】
http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=134165&UserName=webuser4

開催期間 見本市名 URL

3/1～3/5
ﾄﾞｲﾂ / ﾊﾉｰﾊﾞｰ

◇CeBIT 2011 (国際情報通信技術見本市)
【電気・電子、通信、情報処理、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=135174&UserName=webuser4

3/9～3/13
ドイツ / ベルリン

◇ITB Berlin（ベルリン国際観光展）【観光・旅行】
http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=65396&UserName=webuser4

◇第19回中国国際金属博覧会【工具・金属加工】
http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=132081&UserName=webuser4

3/9～3/11
中国 / 上海

3/31～4/3
ﾄﾙｺ / ｲｽﾀﾝﾌﾞｰ
ﾙ

◇18th International Istanbul Medical Analysis,
Diagnosis, Health Care,
　Hospital Supplies and Rehabilitation Aids Fair
【医療・病院用機器、医療技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=127841&UserName=webuser6

～海外開催見本市～

見本市情報

Information
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No. Company ProductName

1 CHIN HUAY CO., LTD.
DRIED
FRUITS(PINEAPPLE,MANGO,GINGER,PAPAYA)

2 HARVARD INDUSTRIAL CO.,LTD. Toys, Games

3 MAS CHOICES CORPORATION LTD.,
Energy Drink,Canned Food(Tuna, Mackerel,
Pineapple)

4 CHELSA JEWELRY CO.,LTD. Fashion Imitation Jewelry

5 CHAI UDOM RICE MILL FACTORY CO.,LTD. Jasmine Rice

6 3BS CO.,LTD. Home decoration accessories

7 METAMORPHOSE CO.,LTD. Handmade Jewely

8 MANSION & INTERTRADE CO.,LTD. Organic Fertilizer

9 ALL THAI POTTERY AND GARDENING CO.,LTDGardening Accessories, Planters,Terracotta

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（2011.2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。 

 

※本年６月より，『市来－鹿児島西』の区間は，国土交通省の高速道路無料化社会実験の対

象区間に選定され，『薩摩川内都－鹿児島西』まで無料区間となっております。 

 
   ＜平成 22 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(写真)】 【コンテナヤード(写真)】 
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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 

  １交付対象者単年度当たり３０万円を限度額とします。 

   ・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 

 

４．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 

５．リーファーコンセントの口数について 

  ４４０Ⅴ：５口   ※平成２２年度中に１０口の増設予定 

 

６．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。 
 

 ７．３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，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」　■■
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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１１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

ＯＯＣＬ 志布志⇔神戸　⇔　ＫＴＸ１～３

台湾・香港 ※志布志⇔神戸間 １便/週 　ＫＴＸ１：高雄～香港～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 東洋埠頭㈱

航路 内航フィーダー （土） 　ＫＴＸ２：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ～香港～黄埔～厦門 志布志支店

（週１便） 井本商事㈱ 　ＫＴＸ３：基隆～香港～黄埔～厦門 099-472-8270
山九(株)

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～釜山 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
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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㈱ 所長代理

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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IBPC

(http://www.kibc-jp.com)
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