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Information

ＫＯＴＲＡ東京　担当　キム・ヨンク

ＴＥＬ：03-3214-6968　

Ｅ－ＭＡＩＬ：ykkim@kotra.or.jp

韓国貿易センタ-(Kotra大阪) 市場開拓部 李(リ)ムヨン

TEL：06-6262-3831　FAX：06-6262-4607

 EMail：lemoyg@kotra.or.jp

第１１回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 韓国パビリオン参観企業募集のご案

nano tech 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議は、最先端のモノづくりに欠かすことのできない基盤
技術「ナノテクノロジー」に関する世界最大の展示会です。
ナノテクノロジーは、その進化とともに応用分野も拡大を続け、情報通信、エレクトロニクスから、医療・健
康、バイオ、環境・エネルギーまで、様々な重要課題解決のキーとして、注目されています。

《開催概要》
【名称】nano tech 2012 第11回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
【日時】２０１２年２月１５日(水) ～ １７日(金) １０００～１７００
【会場】東京ビッグサイト 東展示場４・５・６ホール／韓国パビリオン東５ホール

（東京都江東区有明３－２１－１）
【主催】nano tech実行委員会
【韓国企業数】１４社
【出展品目】ＣＮＴ複合材料など（添付企業リスト参照）
【参加方法】申込用紙に必要事項をご記入の上ＦＡＸにてご返信下さい。

※詳細URL
http://www.kotra.or.jp/4283.html

お問い合せ先

[2012 訪韓 自動車部品 Automotive Week 調達商談会]のご案内

お問い合せ先

標記商談会を 自動車部品・用品展示会(チュ-ニング、補修、アフタ-マケットが主) で

ある「Automotive Week 2012展示会」期間中に 1日間 開催することとなりました。韓国

貿易センタ-(Kotra大阪)では、同商談会への 参加日本企業 (バイヤ-)を募集しておりま

す。又 併せて「Automotive Week 2012展示会」への 参観バイヤ-も 同時募集しておりま

す。

～商談対象品目～

自動車部品・用品 全般

(特に、After Market, 補修、チュ-ニング 関連の 品目が 主となります。)

《開催概要》
【日 時】3月23日(金)の 1日間 / 午前 9時 ～ 午後 17時 (予定)

【場 所】 韓国 Kintex(キンテックス) 国際展示場内 専用商談会場にて。
【併 催】「Automotive Week 2012 展示会」 ※ 出展規模：約1000ブ-ス(予定)

【展示会期間】3月23日(金) ～ 3月25日(日) の 3日間
【締切り】2月24日(金) 又は 定員になり次第

【詳細URL】http://www.kotra.or.jp/4296.html
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Email: nishida@oishii-japan.co.jp

E-mailevent@taitra.gr.jp

TEL：03-3514-4700 FAX：03-3514-4707

TSO International株式会社

Tel:　+81 3 3276 6510　Fax:　 +81 50 3156 3807 

Information

台湾貿易センター 東京事務所（担当郭）

「2012台北国際チェーン＆フランチャイズ見本市」参観のご案内

当見本市は「チェーン＆フランチャイズ」を専門とする見本市であり、毎年中国・日
本・韓国をはじめ、中央アメリカ諸国・東南アジア諸国等の海外から多くのバイヤーが訪
れております。

新規ビジネスの開拓や市場調査及び中国等アジアへの進出の第一歩として是非ご来場下
さい。皆様方多数のご来場を心よりお待ち申し上げております。

《開催概要》
【日時】2012年 2月24日（金）～27日（月）

AM 10：00- PM 18：00
【会場】台北世界貿易センター 展示ホール1号館

（台北市信義路5段5号）A、Dエリア
【出展品目】コーヒー、茶、フルーツティーなど飲料類フランチャイズ。

軽食や洋食、ラーメンなどレストラン類フランチャイズ。
文具、雑貨など生活用品類フランチャイズ。
クリーニング、美容室などサービス類フランチャイズなど。

【主催】台湾連鎖加盟促進協会
【詳細URL】http://www.franchise-expo.org.tw/

お問い合せ先

お問い合せ先

Oishii JAPAN 2012出展募集のご案内

Oishii JAPANは、近年世界中で"クールジャパン"として注目を集める日本食、麺

（ラーメン、うどん、そば）、酒・飲料、スイーツ、食器・調理器具、食品機械、及び

フランチャイズ本部など、日本食・日本食品を中心に関連するビジネス全般に焦点をあ

て開催いたします。

本年は、成長著しい東南アジア市場でビジネスを展開する食品製造、輸出入商社・卸、

スーパー・小売、ホテル、レストラン関係者と、農林水産物、加工食品・飲料、食器・

調理器具、食品機械、FC本部を展開する企業・団体の方へ向けたダイレクトな商談の場、

販売促進の場をご提案いたします。

《開催概要》

【展示会名称】 Oishii JAPAN 2012 

【会場】 サンテックシンガポール

【会期】 12年11月1日(木)・2日(金)・3日(土) 

【時間】 10:00- 18:00 (11/1～2)

11:00- 19:00 (11/3)  

【予定出展社数】 200社

【詳細URL】http://www.oishii-world.com/03ExhibitorsDownloadsJP.html
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E-mail：kag@jetro.go.jp.

TEL：06-6262-4418

EMAIL： ttcosaka@thaitrade.jp

ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

タイ国政府貿易センター大阪（担当三島）

Information

お問い合せ先

お問い合せ先

フードテック2012タイ国ブースへの出展募集のご案内

デザイン分野の海外市場開拓セミナー参加者募集のご案内

ジェトロ鹿児島は、プロダクトデザインやグラフィックデザインの分野で活躍されているデ
ザイナー“nosigner”太刀川英輔氏を講師にお招きし、伝統工芸とデザインの融合をテーマに、
地場工芸品の海外販路開拓の可能性を探るセミナーを開催します。

マーケットインの発想に基づく商品開発の考え方や、実際に販路開拓に至った事例などを紹
介しつつ、地場工芸品の海外市場における可能性と、それに対してデザインの力ができること
を探ります。 皆様のご参加お待ちしています。

《開催概要》

【日時】2012年2月29日（水曜） 14時00分～16時00分
【会場】城山観光ホテル「ガレリア」（鹿児島市新照院町40-1）

～テーマ～

「伝統工芸品とデザインの融合」－海外市場へのアプローチとデザインの力ができること－

（講師）NOSIGNER 主宰 太刀川 英輔 氏

【主催】ジェトロ鹿児島

【後援】鹿児島県、社団法人鹿児島県貿易協会、社団法人鹿児島県特産品協会、鹿児島県商工会連合
会

【特別協力】NPO法人鹿児島デザイン協会
【参加費】 無料

【定員】40名程度（先着順）

【お申し込み締め切り】 2012年2月24日（金曜）

タイ国政府貿易センター大阪では、2012年9月12日（水）から14日（金）までインテックス大阪で開
催の「フードテック2012」にタイ国ブースを出展いたします。この機会に、タイ国ブースにご出展い
ただける企業を募集いたします（特別料金適用）。
タイ食品取扱企業の皆様には、新規ユーザーの獲得、顧客ニーズの情報収集、新製品の紹介等

の場として是非、参加ご検討ください。

《開催概要》
【日時】2012年9月12日（水）～14日（金）3日間

10:00～17:00（最終日は16:30まで）
【会場】インテックス大阪 1号館、2号館（大阪市住之江区南港北1-5-102）
【主催】（社）大阪国際見本市委員会、（社）日本食品機械工業会、関西製菓製パン厨房機器協同
組合、近畿厨房機器協同組合、食品関連産業協会
【入場料】1,500円（インターネット事前登録者、招待状持参者は無料）
【申込期限】2012年4月30日（月）
【詳細URL】http://japan.thaitrade.com/whatsnew/9/977/index.html
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Information

ミプロ(財)対日貿易投資交流促進協会　企画課　菱田

TEL：03-3988-2791　FAX：03-3590-7585

Email：hishida@mipro.or.jp

香港貿易発展局　大阪事務所

TEL：06-4705-7030　FAX：06-4705-7015

お問い合せ先

お問い合せ先

ミプロ海外見本市買付けミッションのご案内

香港食品販路拡大セミナー2012in神戸のご案内

ミプロ買付ミッションでは，マニラFAMEとアジアのインテリア・ギフト製品を熟知す
るマーケティング・スペシャリストが商品の探し方，商談等のチェックポイントについ
て，現地でご参加者へアドバイスしますので，買付経験の無い方，輸入ビジネス初心者
の方も安心してご参加いただけます。

《開催概要》
【実施期間】2012年3月13日(火)～16日（金）
【旅行形式】現地集合形式（フィリピン・マニラまでの交通・滞在はご自分で手配くだ
さい。）
【展示会名】Manira FAME international
【会場】SMXコンベンションセンター
【出展者数】約500社
【詳細URL】http://www.mipro.or.jp/uploads/manilafame_mission.pdf
※Manira FAME展は，商談・発注の場であり，展示商品の即売は行っておらず，商品をその場
で購入して持ち帰ることはできません。

香港は日本食品輸出先として，アメリカを抜いて第一位の地位を占め，今や香港は日本に

とって最大の農林水産物の輸入相手となりました。日本の良質な食品を香港，もしくは香港を

経由し，中国や東南アジア等第三国へ再輸出する絶好のタイミングになります。

今回の講演会は，香港を通じて中国及び東アジアへの輸出戦略を考える上でも，香港経済を

知る好機と捉え，香港市場へのマーケティング活動のステップアップになるものと確信致してお

ります。この機会に是非ご参加ください。

《開催概要》

【日時】2012年3月5日（月）15:00～16:30（14:30受付開始）

【会場】神戸国際会館7階701会議室

（神戸市中央区御幸通8-1-6 TEL：06-4705-7030）

【定員】40名※満席でご参加頂けない場合のみ，その旨ご連絡致します。(受講無料)
～プログラム～

15:00 主催者挨拶

15:10 「日本食品・農林水産物の輸出先としての香港」

16:10 香港貿易発展局のご紹介

16:25 質疑応答

申込締切

2月29日（水）
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http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146800&UserName=webu
ser4

2月17日（金）～2
月19日（日）東京
ビッグサイト

第46回ジャパンゴルフフェア2012 (46th JAPAN
GOLF FAIR 2012)
【スポーツ、趣味】

Information

開催期間 見本市名 URL

2月9日（木）～2月
12日（日）パシフィ
コ横浜

第16回おおた工業フェア【製造・生産技術、金属
製品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=147868&UserName=webu
ser4

CP+（シーピープラス）2012【カメラ、光学、光工
学、映像】

2月2日（木）～2
月4日（土）大田
区産業プラザ

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/rooms24_34176

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=150001&UserName=webu
ser6

2月14日（火）～2
月15日（水）イン
テックス大阪

ブライダル産業フェア2012 in大阪【冠婚葬祭】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/46thJAPAN_34171

2月16日（木）～2
月17日（金）グラ
ンメッセ熊本

rooms 24【繊維・衣料、アクセサリー、履物、イン
テリア用品、子供用品】

2月21日（火）～2
月23日（木）科学
技術館

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/2012KumamotoIndustrial_341
70

FC EXPO 2012 ～ 第8回 国際水素・燃料電池展
【エネルギー、精密・測定・試験機器、先端技術、
環境】

2012 くまもと産業ビジネスフェア【自動車、電気・
電子、環境】

2月21日（火）～2
月24日（金）東京
ビッグサイト

HCJ2012（第40回HOTERES JAPAN/第33回フー
ド・ケータリングショー/第12回
　厨房設備機器展）【ホテル、レストラン、ケータリ
ング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HCJ2012_34177

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FCEXPO_34179

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138013&UserName=webu
ser4

2月14日（火）～2
月16日（木）パシ
フィコ横浜

インタースタイル（ボードカルチャー&ファッション
展示会）
【スポーツ、衣料、自転車、趣味】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146911&UserName=webu
ser4

2月14日（火）～2
月17日（金）東京
ビッグサイト

HVAC&R JAPAN 2012（ヒーバックアンドアール
ジャパン）
　第37回 冷凍・空調・暖房展【貯蔵、保蔵、空調、
給排水】

2月29日（水）～3
月2日（金）東京
ビッグサイト

見本市情報

～国内開催見本市～
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3月27日（火）～3
月30日（金）イタ
リア / ミラノ

Mostra Convegno Expocomfort 2012【空調、給排
水、環境、エネルギー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MCE2012_34183

3月26日（月）～3
月29日（木）スペ
イン / バルセロ
ナ

Alimentaria Barcelona - International Food and
Drinks Exhibition
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Alimentaria2012_34182

3月27日（火）～3
月29日（木）中国
/ 上海

第14回ドモテックス・アジア/チャイナフロア
　(14TH DOMOTEX Asia / CHINA FLOOR)【イン
テリア用品、繊維】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DOMOTEXAsia_34186

3月18日（日）～3
月21日（水） 中
国 / 広州

29th China International Furniture Fair
(Guangzhou)-Home Furniture
【家具・インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIFFHome_34180

3月19日（月）～3
月21日（水）中国
/ 北京

第12回中国石油・石油化学技術/設備展示会【鉱
業、エネルギー、鉱物、化学】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIPPE2012_34181

3月4日（日）～3
月6日（火）カナ
ダ / トロント

3月7日（水）～3月
11日（日）ドイツ /
ベルリン

3月6日（火）～3
月10日（土）ドイ
ツ / ハノーバー

CeBIT 2012(国際情報通信技術見本市)【電気・電
子、通信、情報処理】

3月5日（月）～3月
8日（木）中国 / 北
京

2012 The 19th China (Beijing) International
Building Decorations &
　Building Materials Exhibition【ビル保守管理、営
繕、衛生設備】

開催期間 見本市名 URL

International Home + Housewares Show
【家庭用品、食卓用品、家具・インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148003&UserName=webu
ser3

3月10日（土）～3
月13日（火）米国
/ シカゴ

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?Archiv
eId=1&DocumentNo=65397&UserName=webus
er3

CRFA Show 2012【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146745&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148160&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146995&UserName=webu
ser3

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. 会社名 WebPage 商材

1 Thammasat University
http://www.tu.ac.th/default.tu/def
ault.thai.html

Non-Dairy Creamer

2
PRANALI CORPORATION
CO., LTD.

http://www.pranaliwellness.com Spa Products

3
YAN WAL YUN
CORPORATION GROUP
CO., LTD.

http://www.deksomboon.com
Thai Sauce(dipping,seasoning,ketchup,stir-
fry)

4
WELNOCX (THAILAND)
CO.,LTD.

Jewelry with Gemstones

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

6
BS BUSINESS
DEVELOPMENT
LTD.,PART.

http://www.BS-Biz.com
Canned Pineapple,Tropical Fruits
Salad,Jackgruit in Syrup

7
TTC SIAM DRINKING
WATER CO.,LTD.

http://www.siamdrink.com/ Natural Mineral Water, Drinking Water

8
SIAM ESTEEMED
PRODUCTS CO.,LTD.

http://www.coconutdrinkroyalfres
h.com

Canned Juice(Coconut,Aloe Vera, Guava)

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（2012.1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 2 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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(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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