
Contents
海外レポート·································· １

お知らせ/報告コーナー ························· ４

TRADEINQUIRY(海外引合情報) ········· ·······１４

鹿児島税関支署館内貿易概況（4 月分） ··········１５

外国貿易コンテナ航路·························２８

貿易相談のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

2011.７

KAGOSHIMA TRADE NEWS    

貿易ニュース鹿児島

KAGOSHIMA TRADENEWS
社団法人 鹿児島県貿易協会



海 外

レポート

    シンガポール

～震災後の食品輸入をめぐる状況について～

    (財)自治体国際化協会ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所 片野田拓洋

１ はじめに

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、シンガポールでも衝

撃的なニュースとして、連日大きく報道されました。

シンガポール政府はすぐに捜索救助隊を派遣するとともに、50 万

シンガポールドル（約 3,250 万円）の義援金を送ることを決定しま

した。民間レベルでも、シンガポール赤十字や民間 NPO を中心とし

た募金活動やチャリティーイベントが数多く開催され、その動きは

今も続いています。

また、出張等で訪れたタイ、マレーシアといった東南アジアの国々

でも、各国政府の支援の他、行く先々で「家族は大丈夫か。私たち

も心を痛めている。」といった声をかけられ、いたるところで募金活

動が行なわれているなど、世界に広がる支援の輪を実感しているとこ

ろです。

さて、震災及び原子力発電所の事故を受け、シンガポールに

おいては日本からの食品輸入に関して大きな影響が出ています。

今回は震災に関連して、主に日本食をめぐる現況についてご紹

介します。

２ 震災後の食品輸入に関する規制の経緯

3 月 11 日の原子力発電所事故を受け、シンガポール政府は、

3 月 14 日に震災以降に日本から輸出された食品に対する、サン

プリングによる放射能検査の実施を表明しました。

3 月 23 日には、日本の厚生労働省から提供された情報に基づき、福島県、茨城県、栃木

県、群馬県からの牛乳・乳製品、果実、野菜、魚介類、肉の輸入を停止し、3 月 24 日には、

サンプリング検査の結果に基づいて、千葉県と愛媛県からの果実、野菜に対する輸入停止

措置を行いました。

3 月 25 日には、日本から輸入される全ての牛乳・乳製品、果実、野菜、魚介類、肉につ

いて、一時保留しての検査を義務付けました。

更に、3 月 26 日から 4 月 4 日までの間に、東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県、兵庫県

産の果実、野菜についても、輸入が停止されました。（埼玉県産については、日本の厚生労

働省からの情報提供。その他の都県産については、シンガポールでの検査において放射性

物質が検出されたことに基づく措置。）

この時点で、合わせて 11 都県が輸入停止措置の対象とされましたが、その後の調査で、

放射性物質が検出された検体が、実際には、既に輸入停止を受けている他県産のものであ

ったことが判明したため、4 月 14 日に愛媛県が、5 月 16 日に静岡県と兵庫県が、それぞれ

【地下鉄駅構内の広告】

【原発事故を伝える現地新聞
（3 月 13 日付け）】
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【震災以降に市内デパートで開催された

「北海道フェアの様子」】

輸入停止措置を解除されました。

6 月 20 日現在のところ、合わせて 8 都県が輸入停止措置の対象となっています（下記表

を参照）。なお、これらの輸入停止措置の対象とされている 8 都県産以外から牛乳・乳製品、

果実、野菜、魚介類、肉、海藻を輸入する際には、日本の行政機関（都道府県等）または

商工会議所が発行する「産地証明書」（Certificate of Origin）の添付が必要となってい

ます。

その後、6 月 11 日（土）のシンガポールの日刊紙「The Straits Times」によれば、放

射能汚染のリスクの低い九州、四国、中国、北海道からの輸入食品については、通常の定

期検査を適用する旨、報道されました。

対 象 都 県 品  目

福島県、茨城県、栃木県、群馬県 牛乳・乳製品、果実、野菜、魚介類、肉

千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 果実、野菜

３ 日本食をめぐる現況

ほぼ全ての食材を輸入に頼るシンガポールにおいて、日本産食品のシェアは非常に小さ

いことから、上記のような輸入規制もシンガポール全体としての影響はそれほど大きくな

いと言えます。

ただ、こと日本食業界に関していえば、深刻な影響が出ました。

シンガポールでは日本食の人気が非常に高く、日本食レストランが数多くあり、またデ

パートやスーパーでも多くの日本の食材が売られています。

シンガポール政府は、震災以降厳格な検査を実施していることから、国内に流通する日

本産食品は安全であることを強調しており、また、流通・販売業者やレストランも、取り

扱っている食品が放射線の影響を受けていないことを具体的な産地をあげて広報したり、

仕入れ先の拠点を西日本に変更したりするなどの防衛策を講じてきました。

それでも、震災直後はシンガポール国民の間で日本食や日本産食品を敬遠する動きが広

がり、業界全体として売り上げは相当程度落ち込みました。日本食レストランでは、日本

の食材の使用を一旦停止したところも多くありました。

ただ、震災直後の情報が錯綜している時期を除け

ば、全体的には冷静に受け止められているような印

象を受けました。原発の位置関係や放射線の量など

正しい情報が報じられるにつれて、また政府の検査

に対する信頼感もあり、日本食レストランの客足も

徐々に戻りつつあるようです。日本食レストランを

手がける企業が共同で、義援金募集と来客回復のた

めのキャンペーンを行なうなど、関係者の努力も続

いています。

また、当地の日系デパートで震災以降に開催され

た「北海道フェア」や「四国フェア」も、売り上げ減が心配されましたが、これまでと変

わらない盛況ぶりで、「例年以上」とはいかないまでも、「例年並み」の売り上げだったと
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のことです。

日本食人気が定着している中で、日本食ファンの方々はこういった状況でも日本食を食

べたいと思っており、安心して食べるための根拠を積極的に探していることから、そうい

った方々に対し、正しい情報をタイムリーに提供することは非常に重要だと感じました。

４ おわりに

震災に関連して、在シンガポール日本国大使館と JETRO が主催する「東日本大震災に伴

う原子力発電所事故の影響に関する説明会」が 5 月 13 日に開催されました。説明会では、

原発事故の現状、被災地の復旧状況、日本産食品や訪日旅行の安全性等に関する説明が行

なわれ、200 名以上の政府関係者、メディア、民間事業者等が参加し、今回の震災・原子

力発電所の事故に対する関心の高さが窺えました。輸入食品に関しては、在シンガポール

日本国大使館担当参事官から、シンガポールに輸入される全ての食品は、日本とシンガポ

ールで二重の検査を行なっており、安全性は厳重に管理されていることが強調されました。

また、今回の震災では、食品業界以上に旅行業界に影響が出ています。2010 年は過去最

高の 18 万人を超える訪日旅行者がありましたが、シンガポール政府が震災発生直後に日本

への渡航自粛勧告を出したことから、4 月の訪日旅行者数は前年同月比 82.6％減と大幅に

落ち込みました。震災直後から 4 月にかけては、観光目的の訪日はゼロといっていい状況

でした。

ただ、日本政府観光局（JNTO）が、現地旅行代理店を対象として、新たな観光素材を紹

介するセミナーを開催したり、ウェブサイトで正確な情報発信を行なったりするなどの活

動を行なっており、現地旅行代理店も 4 月後半からツアーを再開するなど、最近は訪日旅

行再開の動きが広がっています。各種メディアの訪日旅行に関する記事を再び目にする機

会も増えており、関係者のご努力によりこういった流れが大きくなっていくことを期待し

ます。

シンガポールにおいて日本は、食品・旅行・ポップカルチャーなど大変人気が高い国で

あり、今回の震災は多くの人が心配し、復興に対する動きを見守ってくれています。多く

の人の関心が日本に向かっているこの時期に、正しい情報を発信し、元気な日本の姿を見

せることが、震災から復興した後に展開されるであろう様々な活動に繋がっていくように

感じています。

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

アグロ・イノベーション 事務局

社団法人 日本能率協会 産業振興事業ユニット内

TEL:０３－３４３４－１９８８　FAX:０３－３４３４－８０７６

ケルンメッセ株式会社

Tel: 03-5418-6245　Fax: 03-5418-6246

kmjpn@koelnmesse.jp

アグロ・イノベーション２０１１出展者募集

日々の生活に欠かすことの出来ない青果物を安定的に供給するため，生産分野と流通・加工分

野の各課題の解決を図り，さらに各分野を繋ぐ情報システムやソフトウェア， 関連サービスを一

堂に集め，青果物に関連するすべての事業者のサステナビリティを実現し，新たな「農業ビジネ

ス」の進展を促すことを目的に，本催しを開催いたします。

【会期】 2011年11月30日（水）～12月 2日（金） 9：30～16：30 
【会場】 幕張メッセ
【主催】 （社）日本能率協会

【展示予定規模】 200社／450小間（アグロ・イノベーション2011全体）
【入場予定者数】 35,000名（アグロ・イノベーション2011全体）
【入場登録料】 1,000円（税込み、但し、招待状持参者及び事前登録者は無料）

※詳細URL：http://www.jma.or.jp/ai/ja/exhibitor/about.html

お問い合せ先

国際ガーデン専門見本市～出展者募集中！～

お問い合せ先

スポーガ+ガーファには、世界各国の業界関係者が集まり、新たな 商談やビジネスコンタクト

が得られます。 是非海外市場進出の一歩として、このチャンスをご利用ください。

出展の際は、日本事務所が出来る限りのサポートをさせて頂きます。 日本事務所にて出展

見積を致します。何なりとお問合せ下さい。

【展示会名称】 spoga+gafa 2011(国際ガーデン専門見本市 )
【主催】 ケルン見本市会社

【会期】 2011年9月4日（日）～6日（火）

【開催時間】 連日10時～19時 （最終日のみ18時）

【会場】 ドイツ連邦共和国 ケルンメッセ会場

【入場資格】 専門業者

【開催頻度】 毎年

【出展者数】 57ヵ国 2056社 （2010年値）

【来場者数】 106ヵ国 40,800人 （2010年値）

【総展示面積】 230,000㎡ （2010年値）

【スケジュール】

施工期間： 2011年 8月29日 8:00 ～ 9月3日 18:00 

-4--4-



担当： 国際グループ （担当：松元） 

財団法人かごしま産業支援センター

TEL：099-219-1274　　

Email：ｙ－imamura@po.kric.or.jp

Information

TEL： 092-441-1117 　FAX： 092-441-1149 

貿易実務セミナーのご案内【福岡商工会議所】

これから貿易を始められる方、貿易の基礎を学びたい方を対象とした貿易実務セミナー
を開催します。本セミナーは、「現場に役立つセミナー」をテーマとし、日常業務で遭
遇する事例を交えながら、できるだけ多くのケーススタディを通して進めていきます。
貿易業務の再確認としても最適な短期集中型のセミナーですので、ぜひご参加下さい。

■開催要領
【日程】平成23年7月19日(火)～21日(木) 13：00～17：00（4時間×3日）
【場所】福岡商工会議所 地下1階B1-a

（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
【受講料】会員：10,000円

一般：30,000円（お一人様）
【定員】50名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【申込締切】7月8日(金)
【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・申込URL】http://www.fukunet.or.jp/event2/detail.cgi?eid=899

お問い合せ先

お問い合せ先

県内製造業海外販路開拓支援 第1回セミナー開催のご案内

県では、本年３月に策定した「かごしま製造業振興方針」において、振興策の柱の一つ

に「アジアへの販路開拓支援」を打ち出しており、当センターでは、今年度「海外販路開

拓支援セミナー事業」を県から受託し、海外への販路拡大を図ろうとする県内製造業への

支援を行うこととしております。
第１回セミナーは、海外展開先行企業の販路開拓の手法や成功事例・失敗事例等の広汎

に渡る貴重な経験談が話され、皆様のご期待に添えることと思います。
海外展開に関心のある方多数の皆様のご参加をお待ちしております。

《開催概要》
【日時】平成２３年８月５日（金） １４：００～１７：５０
【会場】鹿児島東急イン」 ２Fアルノー

（鹿児島市中央町5番地１ TEL：０９９－２５６－０１０９）
【対象者】鹿児島県内製造業の経営者・担当者

【定員】先着５０名
【参加料】無料
【申込締切】平成２３年７月２８日
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弁護士法人大江橋法律事務所（担当事務局：佐々木・國方）

TEL：06-6341-0461　　FAX：06-6347-0688

Email：ipseminar@ohebashi.com

東京事務所　　TEL　03-5280-5181　　FAX　03-5280-5160

Information

お問い合せ先

お問い合せ先

米国特許セミナーのご案内～「最近の最高裁判決解説」～

本セミナーでは、米国法律事務所であるモルガン・ルイス＆バッキアスLLP所属の特許弁

護士２名より米国最高裁判所が最近数ヶ月の間に下している特許法に関する重要判決を

中心に解説いたします。

その後、大江橋法律事務所弁護士２名より、日本企業にとって実務上留意すべき問題

点について、日米比較の観点を交えながら補足的に解説いただきますので奮ってご参加く

ださい。

《開催概要》

【日時】平成２３年７月２６日（火） １４：００～１６：００

【場所】大阪商工会議所 ６階白鳳の間（大阪市中央区本町橋２－８）

【地図】http://www.osaka.cci.or.jp/
【主催】大阪商工会議所

【言語】日ー英（同時通訳付き）

【定員】６０名

【参加費】無料

【申込方法】申込用紙にご記入の上、FAXにて７月１５日（金）までにご送付ください。

【申込書】http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf11/110726usa_pt.pdf

「ウィーン売買条約と貿易実務」セミナーのご案内（東京）

ウィーン売買条約には、インコタームズには規定がない、契約の成立、当事者の契約違反に対

する救済に関する規定が設けられており、その内容とインコタームズとの関係を理解することは、

日本の貿易関係者にとって非常に重要です。
そこで今回のセミナーでは、本条約とインコタームズの研究で知られている新堀聰氏を講師に

お迎えして、貿易実務家のために本条約の重要なポイントをわかりやすく解説いただく予定です。
貿易実務に携わる方々に、実務にお役立ていただく機会として、ぜひご参加くださいますようご

案内申し上げます。

【日 時】 2011年7月14日（木） 13：30～16：30
【会 場】 アルカディア市ヶ谷（千代田区九段北4-2-25）
【講 師】 財団法人貿易奨励会 専務理事・商学博士 新堀 聰 氏
【受講料】 会員 10，000円 非会員 16，000円 （各1名に付、テキスト代及び消費税含）

（ お申し込み後のキャンセルはできません。なお、代理出席は可能です。）
【定 員】 60名（先着順）
【詳細URL】http://www.jcaa.or.jp/seminar/2011/2011714.html
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 ◇第22回 国際文具・紙製品展【紙・紙製品、文
房具、事務用品・機器、OA機器】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=136485&UserName=webu
ser4

 7月8日（金）～7
月10日（日）池袋
サンシャインシ
ティ

 ◇マリンダイビングフェア2011【スポーツ、観光・
旅行】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137655&UserName=webu
ser3

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137860&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138196&UserName=webu
ser2

7月20日（水）～7
月22日（金）東京
ビッグサイト

◇TECHNO-FRONTIER 2011　第26回 電源シス
テム展
【電気・電子、精密・測定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137330&UserName=webu
ser2

7月20日（水）～7
月22日（金）東京
ビッグサイト

◇世界に誇る技術の祭典 下水道展'11東京
【建築・建設、公共施設用機器・備品、都市計画、
環境】

7月26日（火）～7
月29日（金）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137121&UserName=webu
ser2

Information

開催期間 見本市名 URL

◇第13回 ジャパン・インターナショナル・シーフー
ドショー [The 13th Japan International Seafood &
Technology Expo]
【食料、食品加工、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137910&UserName=webu
ser2

 7月7日（木）～7
月10日（日）東京
ビッグサイト

 ◇第18回 東京国際ブックフェア【書籍（ブックフェ
ア）、図書館設備】

 7月6日（水）～7
月8日（金）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mion_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&DocumentNo=137944&UserName=webuser1

 7月13日（水）～
7月15日（金）東
京ビッグサイト

 ◇国際モダンホスピタルショウ2011【医療・病院
用機器】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137444&UserName=webu
ser3

7月27日（水）～7
月29日（金）東京
ビッグサイト

 7月13日（水）～
7月15日（金）東
京ビッグサイト

 ◇第22回 マイクロマシン／MEMS展【精密・測
定・試験機器】

◇第43回 管工機材・設備総合展【給排水、金属
製品、衛生設備、空調】

◇JFW インターナショナル・ファッション・フェア
（JFW-IFF) 7月展
　【繊維・衣料】

7月27日（水）～7
月29日（金）東京
ビッグサイト

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=140774&UserName=webu
ser3

見本市情報

～国内開催見本市～
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開催期間 見本市名 URL

 8月5日（金）～8
月7日（日）インド
/ バンガロール

 ◇International Exhibition on Hospital, Medical &
Surgical Equipment,
 　Materials, Supplies & Allied services
 【医療・病院用機器、医療技術、ヘルスケア】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=140490&UserName=webu
ser4

◇Colombiamoda 2011【繊維・衣料、皮革、アクセ
サリー】

 8月4日（木）～8
月8日（月）インド
/ ムンバイ

 ◇2011 India International Jewellery Show【宝
石、貴金属、アクセサリー】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=133825&UserName=webu
ser4

 8月4日（木）～8
月7日（日）中国
/ 上海

 ◇中国(上海) 国際ギフト、インテリア展覧会（秋）
-The 5th Shanghai

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=143450&UserName=webu
ser5

7月20日（水）～7
月24日（日）韓国
/ ソウル

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137039&UserName=webu
ser4

7月17日（日）～7
月19日（火）南ア
フリカ共和国 /
ヨハネスブルグ

7月20日（水）～7
月23日（土）マ
レーシア / クア
ラルンプール

 ◇The 9th International Exhibition of Power,
Electrical & Electronic
 　Engineering【電気、ネルギー、環境】

7月26日（火）～7
月28日（木）コロ
ンビア / メデジ
ン

 8月1日（月）～8
月3日（水）米国
/ サンフランシス
コ

 ◇Drug Discovery & Diagnostic Development
Week 2011
 　(創薬および診断技術開発週間）【医薬品、製
薬・製剤、薬学】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocmentNo=143629&UserName=webus
er4

 7月21日（木）～
7月24日（日）
オーストラリア /
メルボルン

◇Seoul Character & Licensing Fair 2011 (ソウル
キャラクター&ライセ
 　ンシング フェア 2011)【玩具、遊戯用具、ゲーム
用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&DocumentNo=140905&UserName=webuser1

◇The 18th Southern African International Trade
Exhibition
 　（南アフリカ 国際貿易見本市）【総合見本市】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=133756&UserName=webu
ser1

 8月3日（水）～8
月6日（土）フィリ
ピン / マニラ

 ◇WOFEX 2011 -World Food Expo【食・飲料、食
品加工、包装】

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138502&UserName=webu
ser5

 http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=133474&UserName=webu
ser4

 ◇Decoration + Design Melbourne【家具・インテ
リア用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&DocumentNo=121043&UserName=webuser1

～海外開催見本市～

見本市情報
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「台湾国際半導体設備・材料見本市」 参観のご案内

台湾の半導体企業の対世界シェア（2009 年）は、ファウンドリで６７％、半導体パッケージングで５０％、半導体テスティングで７８％にも上り

ます。台湾半導体企業の急成長を支えてきた半導体設備・材料の当専門国際見本市では、世界トップクラスの関連業者が集結し、業界

の最新動向や技術情報を獲得できます。ぜひこの機会に新規ビジネスパートナー・商品を発掘してください。

＜開催概要＞

◆日 時： 2011 年 9 月 7 日（水）～9 日(金) 10：00 ～17：00 （※最終日は 16：00 迄）

◆場 所： 台北世界貿易センター 第 1 展示ホール （台北市信義路 5 段 5 号）

◆主 催： 台湾 SEMI       ◆共 催： 中華民国対外貿易発展協会 (TAITRA 台湾貿易センター台北本部)

◆出展規模： 約 600 社

◆出展内容： MEMS、3DIC・パッケージ・テスト、先進材料（太陽光電、バイオテクノロジー、LED）、エコ製造工程管理、

         OEM 製造設備・パーツ、中古設備など

◆U R L：http://www.semicontaiwan.org/en/

◆2010 年実績：【出展企業】558 社、1,142 ブース   【来場者】24，365 名（2009 年：18，328 名)

＜参観優遇のご案内＞

A. 年商 4 億 5 千万円以上の企業様・・下記優遇内容の①か②のどちから１項目をご提供

B. 年商 9,000 万円以上の企業様・・下記優遇内容の①をご提供

C. 年商 4,500 万円以上の企業様 5 社以上の団体・・下記優遇内容の③をご提供

優遇内容

① 9/6-9/9 の台北でのご宿泊代（当センター指定ホテル、最長 4 泊）及び桃園国際空港―台北宿泊ホテル間の交通費

② 福岡―台北間のエコノミークラス往復航空券

③ 1 社当たり 1.5 万台湾ドル（約 4 万円）を補助致します。（福岡―台北間の往復航空券、9/6-9/9 の台北でのご宿泊

（最長 4 泊）代、桃園国際空港―台北宿泊ホテル間の交通費としてご利用頂けます。）    

注意事項

＊上記優遇は 1 年に 1 回、1 社 1 名様のみへのご提供となります。

＊優遇のご提供には当センター本部の審査がございますので何卒ご了承ください。

＊優遇のご提供には定員がございます。定員を超えた時点或いは 2011 年 8 月 26 日（金）をもちまして締め切らせて

頂きますので、お早めにお申し込みください。

＊航空券をご希望される場合は、見本市開催期間内に最低 2 日間の滞在が必要です。

＊ご宿泊代、桃園国際空港-ホテル間の交通費は、合計で 1.5 万台湾ドル（約 4 万円）が上限となります。

  上限額を超過された分は、自己負担となりますので、ご了承ください。

♦別紙必要事項を記入の上、FAX またはメールにてお申し込み下さい。

♦お問い合わせ、お申し込み先：台湾貿易センター福岡事務所（担当：福永）

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル 7F

TEL：092-472-7461／FAX：092-472-7463／E-mail：fukuoka@taitra.org.tw
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2011 台湾半導体設備・材料見本市 事前参観登録（優遇）申込書

FAX: 092-472-7463 / E-mail: fukuoka@taitra.org.tw        台湾貿易センター福岡事務所宛

          月      日

貴社名

日本語名:

英語名:

住所

〒

ご氏名

（日本語） （英語）

お役職

（日本語） （英語）

E-Maiｌ

URL

TEL FAX

貴社の業態及び

お取り扱い品目

□製造  □卸  □小売  □貿易  □チェーン店  □その他            

お取り扱い品目：                                                         

                                                                

台湾製品名（＊お取扱いの場合）：                                           

年商
年間輸入

金額

調達希望品目

（品目）                 （予定数量）                （規格）

（品目）                 （予定数量）                （規格）

（品目）                 （予定数量）                （規格）

（品目）                 （予定数量）                （規格）

優遇申請 □ する   （□① / □② / □③ ）       □ しない（事前参観登録の申請のみ）

渡航日程 2011年 9月  日～   月 日 （ 泊）

すべてご記入ください。
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台湾最大のグリーン産業見本市が 10 月 26 日～29 日に開催されます。今回は「クリーンエネルギー」、「環境

保護」及び「水処理技術」の 3 つのテーマを柱に、グリーン産業関連の幅広い製品やサービスが出展される

予定です。また、「台湾スマートグリーンビルディング見本市」、環境保護署が建国百年を記念して行う「グ

リーンライフ博覧会」、「世界エコラベリングネットワーク（GEN）年次総会」の併催により、グリーン産業

における総合的な調達・展示のプラットフォームとなるため、バイヤーや関連業界からの注目度は抜群です。

この機会にぜひ貴方の製品、技術を PR しませんか？皆様のお申込みを心よりお待ちしております！

＜開催概要＞

・日  時：2011 年 10 月 26 日(水)～29 日(土) 10:00～18:00
・会  場：世界貿易センター展示会場ホール 1 (http://www.twtc.com.tw/index.asp)
・主  催：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）、展盟展覧有限公司

・展示内容：クリーンエネルギー部門 風力エネルギー、燃料電池、LED 照明、太陽光発電、スマートグ

リッド、バイオマスエネルギー、省エネ自動車、電気自動車、省エネ技術＆製品、省エネラベ

ル製品等 環境保護部門 PET リサイクル設備、廃プラリサイクル設備、廃紙加工設備、ゴミ

処理設備、廃タイヤ処理設備、油水分離器、環境保護ラベル製品、エコ関連製品、オーガニッ

ク製品等 水処理技術部門 生活用水/工業用水/灌漑用水サービス、下水/工業廃水リサイクル

設備、水処理フィルター、配管部品、飲料水設備、省エネ洗濯機/トイレ/シャワーヘッド等

・U  R  L：http://www.greentaiwan.tw/en_US/index.html
・昨年実績：出展業者数 180（前年比 20%増）、出展小間数 321（前年比 19%増）、

来場者数 7,778 人（前年比 34%増）

＜出展ブース費用＞

ブース仕様
価格（6 月 30 日まで

の早期割引）/9m2

価格（7 月 1 日以降）

/9m2
最少利用面積

標準ブース NT$ 58,800 NT$ 64,800 9m2

オープンブース NT$ 54,600 NT$ 58,500 36m2

角面 1 つ 角ブース指定料：角ブース 9m2 につき、

別途 NT$ 6,500 を徴収

標準ブースの最少利用面積 18m2

角面 2 つ オープンブースの最少利用面積 36m2

※ブース面積・・・9 m2（3m×3m）

※基本装飾・・・ブース間仕切り、テーブル×1、100W スポットライト×3、折畳椅子×2、カーペット、社

名看板、電源（500W）×1 ※スポットライト以上の電力を使用される場合は別途料金が

発生しますので、その旨お知らせ下さい。

※基本装飾の配置は出展社様ご自身で行っていただきます。

※オープンブースとは、基本装飾を含まないスペースのみのブースを指します。

◆お申込み方法：別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信下さい。

◆お申込み、お問い合わせ先：台湾貿易センター福岡事務所（担当：高本）

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所 7Ｆ
TEL：092-472-7461／FAX：092-472-7463／E-mail：fukuoka@taitra.org.tw
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FAX To：092-472-7463／E-mail To：fukuoka@taitra.org.tw    台湾貿易センター福岡事務所宛

お申込み日 2011 年   月   日

貴社名
日本語：

英 語：
TEL

ご住所
〒    －

FAX

資本金 年間売上額

URL
主要製品

ご担当者役職 ご担当者氏名 ご担当者 E-mail
日：

英：

日：

英：

お申込みいただく

ブースの数

どちらかに☑して下さい。

□ 標準ブース

□ オープンブース

角ブース指定

どちらかに☑して下さい。

□ 角面 1 つ

□ 角面 2 つ

合計     ブース

合計 NT$      

ご出展品目

訪台日程 2011 年 10 月  日 ～ 10 月   日 （  泊   日）

ブースイメージ 左：18 m2角ブース（角面 1 つ） 右：36m2角ブース（角面 2 つ）

お申し込みありがとうございました。内容を確認後、こちらからご連絡差し上げます。

台湾貿易センター福岡事務所

TEL: 092-472-7461 FAX: 092-472-7463 E-mail: fukuoka@taitra.org.tw
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No. Company ProductName

1 Thanasirisap Co.,Ltd. Organic Baby Food,Coconut Oil,Natural Salt

2 KLINE (THAILAND) LTD. Logistic Services

3 CLASSIC HOME PRODUCTS LTD.,PART.
Decorative Furniture,Costume Jewelry,Personal
Care & Cosmetic Products

4 GOLDEN SEA FROZEN FOODS CO.,LTD.
Frozen Seafood:Shrimp,Squid,Octopus,Mussel
meat,Scallop meat,Tilapia,Seafood Mix,etc.,

5 GLOBAL VISION INTERNATIONAL CO.,LTD.
Agarwood
products:Seeds,Logs,Chips,Oil,Incense

6 GIFTSTUDIO BANGKOK THAILAND
Box lined with Silk,Small Giftware,Acrylic
painting on canvas

7 SIX STARS RICE (THAILAND) CO.,LTD. Rice

8 PERFECT BEAUTY CO.,LTD.
Cosmeceutical,Personal Care& Spa
Products,Suuplementary Food

9 VANTAGE GLORY CHAIN CO.,LTD. Eucalyptus Charcoal Products

10 MONTY & TOTCO CO.,LTD. Canned coconut milk

11 UP MOST CO.,LTD.
Coconut Shell Charcoal,Coconut Fiber,Recycled
or Waste Materials(Plastic,Paper etc.,)

12 INI ASIA CO.,LTD. Floating Soaps,Body Care Products

13 MAP INTERFOODS CO.,LTD. Seafood Crispy Snack with various flavors

14 WINNER GROUP ENTERPRISE LTD. Sugar Icing, Baking Powder

15 SRINATH PRODUCT CO.,LTD. Canned Pinapple,Gherkins,Baby Corn

16 S.SETHICHIYEN LACE CO.,LTD. Embroidery & Lace(Cotton,Chemical,Chiffon)

17 INDRAJID CO.,LTD. Medical Herbal Massage Balm,Oil

18 INDEX LIVING MALL CO.,LTD. Furniture

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（2011.6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 6 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。

【外貿コンテナ定期航路】 ＜平成２３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

神戸(金)⇔志布志(土)⇔神戸(日)⇔KTX１～３

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

航路 （土） 　KTX2：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ(タイ)～香港(中国)～黄埔(中国) 志布志支店

（週１便） 　　　　～厦門(中国) 099-472-8270

　KTX3：基隆(台湾)～香港(中国)～黄埔(中国)

　　　　～厦門(中国)

ＮＹＫ マニラ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･火)～高雄(台湾･木)～基隆(台湾･金)～ 鹿児島海陸

台湾・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ Container Line １便/週 那覇(沖縄県･土)～志布志(月)～門司(福岡県･火)～ 運送㈱
航路 愛媛ｵｰｼｬﾝ （月） 中関(山口県･火)～松山(愛媛県･水)～広島(広島県･水)～ 志布志営業所

（週１便） ﾗｲﾝ 細島(宮崎県･木)～基隆(台湾･土)～マニラ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･火) 099-472-8123
釜山(韓国・日)～志布志(月)～細島(宮崎県・火)～ 東洋埠頭㈱

１便/週 釜山(韓国・水)～宇部(山口県・木)～ 志布志支店

（月） 大分(大分県・金)～釜山(韓国・土) 099-472-8270

釜山(韓国・日)～志布志(火)～高知(高知県・水) 日本通運㈱

ＳＴＸ １便/週 ～徳島(徳島県・木)～水島(岡山県・金)～ 志布志支店

Pan Ocean (火) 徳山(山口県・土)～釜山(韓国・日) 099-472-1121

釜山(韓国・日)～博多(福岡・月)～油津(宮崎・火)～ 東洋埠頭㈱

南星海運 １便/週 細島(宮崎・火)～釜山(韓国・水,木)～博多(福岡県・木) 志布志支店

（金） ～志布志(金)～大分(大分県・土)～岩国(山口県・土)

～釜山(韓国・日) 099-472-8270

釜山(韓国・日)～志布志(月)～清水(静岡県･水) 東洋埠頭㈱

興亜海運 １便/週 ～豊橋(愛知県･水)～岩国(山口・金) 志布志支店

（月） ～釜山(韓国・土) 099-472-8270
天津新港(中国･火)～大連(中国･木)～青島(中国･金)

１便/週 ～福山(広島県･月)～水島(岡山県･月)～広島(広島県･火) ㈱山下回漕店

（水） ～志布志(水)～寧波(中国･金)～上海(中国･土) 099-472-1401
寧波(中国･金)～上海(中国･土)～伊万里(佐賀県･月)～ 東洋埠頭㈱

１便/週 福山(広島県･火)～水島(岡山県･火)～広島(広島県･水)～ 志布志支店

（木） 志布志(木)～天津新港(中国･火)～ 099-472-8270

大連(中国･木)～青島(中国･金)

　　【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

H14.3

H21.5

H18.4

中国航路
（週２便）

ＡＰＬ

韓国航路
（週４便）

神原汽船

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㈱ 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。
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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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