
貿易ニュース鹿児島 2012.9
KAGOSHIMA TRADE NEWS

Contents
海外レポート（韓国における光陽湾圏経済自由区域について）・・・・１

お知らせ･･････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・５

TRADEINQUIRY(海外引合情報)・・・･･････････････････・･･･・・・・・１１

ライブラリー近着図書情報･････････････････････････・･・・・・・・・・１２

鹿児島税関支署管内貿易概況（７月分）･･･････････・･･・・・・・・・・１４

外国貿易コンテナ（川内港・志布志港）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

KAGOSHIMA TRADE ASSOCIATION
公益社団法人 鹿児島県貿易協会



海 外

レポート

    ～韓国における光陽湾圏経済自由区域について～

     (財)自治体国際化協会ソウル事務所 石塚 大地

韓国南部の都市、全羅南道麗水市において 2012 年 5 月 12 日より開催されていた麗水万博が、8
月 12 日に閉幕しました。期間中の入場者は約 800 万人で、目標を達成したとのことです。

「生きている海、息づく沿岸」をテーマに 76 のパビリオンが設置され、雇用 7 万 8,833 人など様々

な経済効果が期待されての開催でした。

私も現地を訪れる機会に恵まれ、津波で大きな被害をもたらした東日本大震災からの再生をテーマ

にした日本館や、その他韓国館、中国館などを観覧しました。私が訪れた際も会場はたくさんの人で

賑わい、7 月の暑さに加え、観覧客の熱気にあふれていました。このように大成功となった万博の開

催された地は、人口約 30 万人の全羅南道麗水市ですが、今回は、この麗水市を含む光陽湾圏経済自

由区域についてご紹介したいと思います。

  

      （原資料 光陽湾圏経済自由区域庁パンフレットより抜粋）
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１ 経済自由区域とは

ところで、経済自由区域とは具体的にどのような地域であるかご存知でしょうか。

経済自由区域とは、外国人投資企業の経営環境と外国人の生活条件を改善することで外国人投資

を促進させること、国家競争力強化と地域間の均衡した発展を図ること、を目的として経済自由区

域法に基づいて指定される特別区域であります。

現在韓国全土で、以下の 6 箇所の地域が指定を受けています。

・仁川経済自由区域

・光陽湾圏経済自由区域

・釜山・鎮海経済自由区域

・黄海経済自由区域

・セマングム群山 経済自由区域

・大邱・慶尚北道経済自由区域

具体的な制度概要については、以下のとおりとなっております。

【経済自由区域】

法的根拠 経済自由区域の指定及び運営に関する法律

指定目的 外資誘致、国家競争力強化、地域の均衡発展

指定位置 国際空港、港湾周辺地域

地域特性 特別行政区域水準(自治団体組合等)
指定権者 知識経済部長官、経済自由区域委員会の審議

管理権者 経済自由区域庁

入居資格 外国人投資企業、製造業、物流業、医療機関、教育機関、外国放送、金融

機関など

租税減免要件 製造業：1,000 万ドル以上

観光業：1,000 万ドル以上

物流業：500 万ドル

関税賦課 資本財 3 年間免除

賃貸料 分譲（制度上賃貸も可能：土地価格の 10/1000）
賃貸料減免 減免率未決定（管理庁が決定）

支援分担 分担率未決定

行政支援 市長・道知事直属の専門行政機構を設置

－経済自由区域庁

－国家委任事務、市道事務などを実施

（原資料 JETRO ソウルセンター 韓国における外国人投資環境より作成）

以上のように投資企業を誘致することが目的であるため、経済自由区域に指定された場合、税の

減免、土地を安く売却、または長期賃貸するなどのメリットを与えられます。

その中でも、税制支援についてより詳しくご紹介すると以下のとおりとなっています。
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【税制支援】

租税の種類 　　　　　　減免条件
関税
個別消費税
付加価値税

・製造・観光業：1千万ドル以上　　・R＆D：100万ドル以上
・物流・医療業：500万ドル以上　　・開発業者：3千万ドル以上
・製造業：3千万ドル以上　　　　　　・物流業：1千万ドル以上
・観光業：2千万ドル以上　　　　　　・R&D：2百万ドル以上

取得税 ・製造・観光業：1千万ドル以上　　・R＆D：100万ドル以上
財産税 ・物流・医療業：500万ドル以上　　・開発業者：3千万ドル以上

5年型 3年間100%、続く2年間50%

7年型 5年間100%、続く2年間50%

所得税
法人税

地方税
15年間100%、続く15年間50%
15年間100%、続く15年間51%

国　税

区分

5年以内に関税法による輸入申告が完了すること

減免期間及び減免率

資本財免除

経済
自由地域

（原資料 光陽圏経済自由区域庁資料より作成）

２ 光陽湾圏経済自由区域について

  光陽湾圏経済自由区域(Gwangyang Bay Area Free Economic Zone・GFEZ)は、全羅南道の麗

水(ヨス)、順天(スンチョン)、光陽一帯と慶尚南道の河東(ハドン)一帯にある地域で、具体的には次の

5 つの地域に分かれています。

地区名 開発目標

光陽地区 ・光陽港を中心とした北東アジア物流拠点の造成

・北東アジアの付加価値貨物の国際拠点形成

栗村地区 ・鉄鋼、機械、新エネルギーなどの関連産業誘致による生産拠点の造成

・麗水空港及び栗村コンテナターミナル活性化のための産業用地造成

新徳地区 ・大規模な住居、商業及び業務団地開発による背後支援都市の開発

・快適な定住環境を造成するための環境親和型の都心地形成

華陽地区 ・南海岸観光ベルトの拠点として育成

・四季を通して利用可能な複合型リゾート観光団地の造成

河東地区 ・船舶関連施設産業誘致による光陽製鉄所とのシナジー効果極大化

・背後支援機能の開発による自足的生産都市形成

また、特記すべき点としては、当該地域が、北東アジアの海運物流の中心部に位置していること。

交通インフラの充実、産業インフラの充実などが挙げられています。

特に、光陽地区における光陽港は、港内の水面積が、145.19 ㎢で、計 84 のバースを備えており、

国内 2 位の貨物取扱量の年間 2 万トン以上の貨物を取り扱っているため、コンテナ船、タンカー船、

ケミカル船、LNG 船など 6 万隻が入・出港しています。

また、定温水域で年間 360 日以上荷役作業が可能であり、15,000TEU 級のコンテナ船、30万ト

ン級の船舶が常時出入りできる恵まれた条件の港湾であります。

そして、陸上交通インフラもよく整備されているため、物流コストも低く抑えられる地域でありま

す。

そのほか、周辺には粗鋼生産能力において世界 1 位を誇るポスコ(POSCO)の光陽製鉄所と麗水(ヨ
ス)国家産業団地が近くに位置していて鉄鋼、石油化学、部品素材、先端産業などの関連産業も目覚

ましく成長している地域です。

このように、麗水世界博覧会が開催され、注目されることとなった麗水市周辺地域ですが、周辺は

元来より光陽湾圏経済自由区域として開発され、発展してきた地域であります。
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【（財）自治体国際化協会ソウル事務所のご案内】

住所：CLAIR SEOUL 17th Floor. Kyobo Bldg. 1. 1-KA、 Chongno、 Chongno Ku、
        Seoul、 Korea
  電話：(82) 2-733-5681  FAX : (82) 2-732-8873

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ご協力をいただき，

毎月海外からのフレッシュなレポートを掲載しています。レポートに関するみなさま

からのご意見・ご質問・ご要望等をおまちしております！！

鹿児島市と同じように国土の南端に位置し、韓国における南の玄関口としてのみならず北東アジア

物流ハブを目指して開発に取り組んでいる地域です。

また、経済自由区域に指定され、様々なメリットが与えられることから、日本企業においても投資

先候補の一つと成り得る地域かと思われます。

鹿児島市と同じような地理的環境にありながら、国土の均衡発展の役割も担いつつ今後どのように

この地域が発展していくのか、今後の状況がとても興味深いものになると思います。

なお、つい先日の 8 月 12 日に閉幕した麗水世界博覧会ですが、アクアリウムや The Big-O、エ

キスポ・デジタル・ギャラリー、スカイタワーなど一部の施設につきましては、永久施設として残さ

れるため、補完作業が終了した後は、今後も見学することが可能になるようです。

皆様も機会があれば是非足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
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Information

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

〒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

E-mail: tokyo@taitra.org.tw

TEL: 03-3514-4700 /FAX: 03-3514-4707

台湾貿易センター東京事務所　（担当：渡辺）

「2012台北国際プラスチック・ゴム工業見本市」参観優遇のご案内

お問い合わせ

「2012年 台湾生活用品及びパテント商品商談会」のご案内

お問い合わせ

台湾生活用品メーカー・輸出業者78社が来日し、福岡(9月24日)・大阪(9月26日)・東京(9月
28日)「2012年 台湾生活用品及びパテント商品商談会」が開催されます。

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、2011年は約2000名の日本企業
のバイヤーの方々が来場し、台湾貿易センターによる貿易相談コーナーにて貿易サポートも行

われております。

【開催概要】
名 称: 2012年 台湾生活用品及びパテント商品商談会

委託機関: 経済部国際貿易局
主 催 :台北駐日経済文化代表處 ,台湾貿易センター （台湾貿易センター紹介）

共 催 :大阪商工会議所
協 賛 :公益財団法人 交流協会

後 援 :日本貿易振興機構（ジェトロ）,東京商工会議所,日本DIY協会,福岡市,日本チェーン
ストア協会，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
【福岡会場】

日時： 2012年9月24日（月）9：30～17：00
場所：グランドハイアット福岡 「ザ・グランド・ボールルーム」

※詳細はこちらをご覧ください→http://www.taitra.gr.jp/event/life/

２年に１度開催される「台北国際プラスチック・ゴム工業見本市（TAIPEI PLAS）」が下記の要
領にて開催されます。プラスチック・ゴム業界の将来を形作る技術、商品、ビジネスチャンスを
お探しに是非ご来場ください。

【開催概要】
日 時：2012年9月21日（金）～25日（火） 午前10:00～午後6:00
場 所：台北世界貿易センター（TWTC）南港展示ホール http://www.twtcnangang.com.tw/
主 催：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）、台湾区機器工業同業公会（TAMI）
公式サイト：http://www.taipeiplas.com.tw/ja_JP/index.html 
入場料：無料 出展数：450社（予定）
出展項目：プラスチック及びゴム加工設備、射出成型機、ブロー成型機、押出成型機、印刷機械、
補助設備、鋳造、金型、プラスチック及びゴム原材料、部品、アクセサリー、半製品 etc
※詳細URL：http://www.taitra.gr.jp/download/2012taiwanplus.doc
【参観優遇内容】
（１）年商50万ドル（約4000万円）以上の企業
●見本市開催期間中の台北でのご宿泊（最長4泊、上限1.5万台湾ドル）
（２）年商500万米ドル(約４億円)以上の企業
●エコノミークラス往復航空券 （東京・台北間）
（３）年商5.000万米ドル（約40億円）以上の企業
●エコノミークラス往復チケット（東京・台北間）及びご宿泊（最長4泊、上限1.5万台湾ドル）。
（３）に関しては、台湾貿易センターー主催の調達商談会への参加が必須となります。
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E-mail：event@taitra.gr.jp

〒102-0083東京都千代田区麹町1-10澤田麹町ビル3階

Information

TEL : 06-6262-3831/ FAX : 06-6262-4607

TEL：03-3514-4700 FAX：03-3514-4707

大阪市 中央区 本町 2-1-6 7階

E-MAIL : lemoyg@kotra.or.jp

韓国貿易センタ- (Kotra大阪)担当：市場開拓部　李(リ)ムヨン

台湾貿易センター東京事務所

｢2012 韓国 光州(クァンジュ) 国際 食品展示会 ｣ 参加企業募集のご案内

この度，韓国食品の本拠地として有名な光州市で国際食品見本市が開催されます。見本市以外に
もセミナーなどの様々なイベントも開催されますので，この機会に是非ご参加ください。

【展示会概要】

名 称 : 『 2012 韓国 光州(クァンジュ) 国際食品展示会 』
(英名： Gwangju International Food Fair 2012)

* 公式ホ-ムぺ-ジ : www.foodshow.kr ※ 英語 閲覧可能
会 期 :  2012年 11月 15日(木) ～ 11月 18日(日) ＜4日間＞

会 場 :  キム・デジュン コンベンションセンタ- (KDJ Convention Center) 
（※ 位置：光州(クァンジュ)市 西区 / 光州駅から タクシ-で 約30分）

展示規模 : 約20ヶ国、260社 460ブ-ス（予定）※ 10,000sm
主 催 : 光州広域市

主 管 : キムデジュンコンベンションセンタ-、KOTRA
展示品目 ：食飲料・機資材・技術・安全・包装・サ-ビス等 食品関連全て。

詳細URL：http://www.kotra.or.jp/wp-content/uploads/2012/08/Gwangju-Food-2012.doc
★ 参観者支援 : 光州(クァンジュ)市内の ホテル宿泊支援 (1社当り1室1名 2泊まで)。

※ 11月15日(木) 商談会開催 ：（商談会 ご参加の場合、通訳支援・ホテル支援 3泊）
※ 参観費用：無料（締め切り：9月27日(木) 又は 定員になり次第 締め切ります。

※ 詳細は 下記担当者まで ご気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

お問い合わせ

高雄食品見本市参観のご案内

高雄食品見本市は、台湾南部でもっとも注目されている食品見本市で,最新鋭の設備を備えた会場は漢神デ

パートにも近接し交通の便も良く、大きなビジネスチャンスが見込めます。台湾の主要食糧生産地である南部、

その中心である高雄にて開催されるこのイベントは、国内外問わず、多くのバイヤーをひきつけています。昨

年はマレーシア、米国、オーストラリア、日本、香港、中国、シンガポールなどのバイヤーが来訪しました。穀物、

水産物、食肉やお菓子など、豊富な品揃えをぜひご堪能下さい！

【開催概要】

日時：2012年11月１日～４日

会場：高雄市現代化総合体育館

（The Modern Multi-Functional Gymnasium：高雄アリーナ）

台湾高雄市813左営区博愛二路

スポンサー：台湾経済部国際貿易局

主催：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）

共催：高雄市政府海洋局、高雄市政府農業局

出展品目：生鮮果物・農産物、食肉・乳製品、魚水産加工品、香辛料、冷凍食品・加工食品、乾燥食品、ワイ

ン・アルコール類、コーヒー、飲料、菓子・クッキー、健康食品／レジャー用食品、テーブルウェア／厨房設備

規模（予定）：＜出展＞155社、260ブース

＜参観＞14,000人（台湾国内）、320人（海外）

URL：http://www.foodkh.com.tw/ja_JP/index.html
お申込はこちらから→ http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html
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TEL：03（3434）1930　FAX：03（3434)5505

E-mail：kum@jetro.go.jp.

Email：seminar@jma.or.jp

Information

TEL：096-354-4211　FAX：096-324-0751

〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22

〒860-0022熊本県熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所3F

一般社団法人日本能率協会　ものづくりユニット

ジェトロ熊本（担当：一瀬）

お問い合わせ

お問い合わせ

駐在経験者が語る、初心者のための「シンガポール食品市場」セミナーのご案

熊本市とジェトロ熊本でシンガポール食品市場の概況や商習慣、市場参入の留意点などについて解
説するセミナーが開催されます。 シンガポール食品市場への参入をお考えの皆様、是非本セミナー

にご参加下さい。

【開催概要】
日時 ：2012年9月26日（水曜）14時00分～15時30分

場所 ：くまもと森都心プラザ 会議室AB（熊本市西区春日1丁目14番1号）
※駐車料金は60分100円。

講師 ：ジェトロ・機械・環境産業企画課 三輪 明弘（元ジェトロ・シンガポール 事業開発・広報
担当ディレクター）

主催 ：熊本市、ジェトロ熊本
参加費 ：無料

定員 ：30名程度（先着順）
詳細はこちらをご覧ください↓↓

http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20120827103-event/annnai.pdf

海外工場リスク対策を含め、体験事例を紹介しながら高い収益力を持つ工場運営を可能にするシ
ステムづくりと人材育成について実践例を元に伝授します！

【開催概要】

日時：平成24年9月18日(火)10：00～17：00
場所：日本能率協会研修室（東京港区芝公園）

対象：海外工場での指導予定の管理監督者，マネージャー，リーダー
海外工場を支援する国内のマネージャー

海外赴任者の方
講師：中村 茂弘（日本能率協会専任講師）

参加料：1名/47,250円（法人会員）
1名/54,600円（会員外）

詳細はこちらをご覧ください↓
http://school.jma.or.jp/search/detail.php?seminer_no=2226

海外工場の生産力・指導力向上セミナーのご案内
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大阪商工会議所国際部 田中、丸山

〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-8　大阪商工会議所ビル1階　国際部

〒530-0001　大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ18階

E-mail：osaka@matrade.gov.my

TEL：06-6451-6520　FAX：06-6451-6521

Information

TEL: 06-6944-6400 FAX: 06-6944-6293

マレーシア貿易開発公社(MATRADE) 大阪事務所　担当：橋詰 

お問い合わせ

お問い合わせ

２０１２アリババネット商品交易会in上海出展者募集のご案内

マレーシア国際総合展示会 INTRADE 2012 バイヤーミッションのご案内

上海で開催される中国最大のネット商品交易会に 大阪商工会議所の特設ブースを設けて出展企
業を募集いたします。本交易会は、中国EC（電子商取引）市場の８割以上のシェアを占めるアリ
ババグループが主催し、２００９年より毎年中国内外から約１０万人のバイヤーと一般消費者を
集めて行ってきました。この中国EC業界最大のビジネス交流会においても、信頼性と品質の高い
日本製品が毎回大きな注目を集めており、中国市場に向けて販路拡大を希望する日本企業にとっ
てはチャンスです！

～２０１２アリババネット商品交易会in上海とは～
☆展示会出展のメリット
①10万人規模のバイヤー＆一般消費者に対する自社商品PR及び商談の機会が豊富②アリババグ
ループならではの中国メディアへの高いパブリシティ効果③売筋商品や消費動向など中国現地で
のマーケットリサーチが可能。④大阪商工会議所を通じて申し込むことで開催期間中、ブース共
同通訳を無料で提供します。
⑤前日の出展準備から開催期間中、撤収まで、現地で日本人スタッフがサポートします。

【開催概要】
開催日： ２０１２年１１月２２日（木）～１１月２４日（土） ３日間
会 場： 上海世博主題館（上海万博テーマ館）
主 催： アリババグループ
共 催： 阿里巴巴（中国）有限公司、淘宝網（タオバオ）有限公司
内 容： 中国最大のBtoCサイトであるタオバオモールの優良店舗経営者及び中国内外流
通業専門バイヤーが展示会出展者と直接商談し、商品を仕入れる。また、一般消

INTRADE MALAYSIA 2012はあらゆる産業界から15カ国400社以上の出展、バイヤーを中心に9,000人以
上の来場を見込むクアラルンプールで開催されるマレーシア貿易開発公社主催の総合展示会です。こ

の度日本のバイヤーの皆さまを「INTRADE MALAYSIA ２０１２」にご招待し、事前に希望商材をヒアリ
ングした上でアレンジする個別商談会が開催されます。ご興味のある方は、マレーシア貿易開発公社

（MATRADE）大阪事務所までご連絡ください。

【開催概要】
日時：2012年11月26日(月)～30日(金) 

会場：MATRADEコンベンションセンター・クアラルンプール・マレーシア
内容：国際総合展示会(INTRADE 2012)視察&事前に希望商材をヒアリングした上でアレンジする個別商

談会ツアー
主催：マレーシア貿易開発公社

申込み締切日：2012年10月5日(金)
参加費：個別商談会に参加して頂くことを条件に、宿泊費、現地交通費などをご負担させて頂きます。

詳細及び参加申込書はごちら
→http://www.ibpcosaka.or.jp/network/event/2012/121126_seminar.pdf

公式サイト

http://www.alihz.com/
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10月10日（水）～
10月12日（金）幕
張メッセ

◇第9回国際フラワーEXPO　IFEX2012【園
芸・造園、農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFEX_14682

10月3日（水）～10
月5日（金）イン
テックス大阪

◇第15回 関西 機械要素技術展【製造・生
産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MTech_33722

10月9日（火）～10
月14日（日）ポート
メッセなごや/中部
国際空港

◇国際航空宇宙展（ジャパン エアロスペー
ス2012）
【航空・宇宙関連機器、設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JA2012_29157

10月2日（火）～10
月5日（金）東京
ビッグサイト

◇TOKYO PACK 2012 － 2012東京国際包
装展 －【包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TOKYOPACK_34334

10月2日（火）～10
月6日（土）幕張
メッセ

◇CEATEC JAPAN 2012/シーテック ジャパ
ン 2012 (Combined Exhibition of
　Advanced Technologies)【電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CEATECJAPAN_33418

9月26日（水）～9
月28日（金）東京
ビッグサイト

◇第39回 国際福祉機器展  H.C.R. 2012
【福祉・介護・リハビリ用機器・用具】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HCR2012_35211

9月27日（木）～9
月29日（土）富山
産業展示館（テク
ノホール）

◇とやまテクノフェア2012 （富山県ものづくり
総合見本市）
【金属加工、電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ToyamaTechno_34060

9月20日（木）～9
月23日（日）東京
ビッグサイト

◇JATA国際観光フォーラム・旅博　2012【観
光・旅行】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JATATravel_31722

9月20日（木）～9
月23日（日）幕張
メッセ

◇東京ゲームショウ2012（TOKYO GAME
SHOW 2012）【ゲーム用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TOKYOGAME_33774

9月19日（水）～9
月21日（金）東京
ビッグサイト

◇スマートプロダクツ【エネルギー、電気・電
子、自動車】

http://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/35348

Information

開催期間 見本市名 URL

見本市情報

～国内開催見本市～
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11月13日（火）～
11月16日（金）ドイ
ツ / ミュンヘン

◇electronica 2012 - 25th International
Trade Fair for Electronic
　Components, Systems and Applications【電
気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/electronica2012_34761

11月14日（水）～
11月16日（金）中
国 / 香港

◇Cosmoprof Asia 2012【化粧品、美容関連
用品、香水、ヘルスケア】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CosmoprofAsia_33416

11月5日（月）～11
月8日（木）アラブ
首長国連邦 / ド
バイ

◇THE BIG 5 International Building &
Construction Show
【建築・建設、衛生設備、給排水、防災、警
備、消防】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Big5_35013

11月11日（日）～
11月15日（木）フラ
ンス / パリ

◇Equip'Hotel: Event for the Restaurant,
Hotel, Cafes & Catering
　Industries (レストラン、ホテル、カフェ、ケー
タリング機器展)

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EquipHotel_29813

10月30日（火）～
11月1日（木）米国
/ ラスベガス

◇AAPEX - Automotive Aftermarket
Products Expo
【自動車補修・サービス用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AAPEX2012_30904

11月4日（日）～11
月10日（土）キュー
バ / ハバナ

◇ハバナ国際見本市2012【総合見本市】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FIHAV2012_36749

10月22日（月）～
10月25日（木）中
国 / 上海

◇Intertextile Shanghai Apparel Fabrics -
China International Trade
　Fair for Apparel Fabrics and Accessories
【繊維・衣料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IntertextileShanghai_34989

10月26日（金）～
10月29日（月）中
国 / 成都

◇The 8th China Food Expo【食・飲料、食品
加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CFE_35218

10月17日（水）～
10月20日（土）フィ
リピン / マニラ

◇Manila FAME【家具・インテリア用品、ギフ
ト用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ManilaFAME_35800

10月21日（日）～
10月25日（木）フラ
ンス / パリ

◇SIAL 2012【食・飲料、食品加工】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SIAL2012_29818

開催期間 見本市名 URL

～海外開催見本市～

見本市情報
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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

1
BATHROOM DESIGN
CO.,LTD.

http://www.bathroomtomorrow.com

Bathroom goods, products,bathtuub,etc.,

2
HAWAII THAI
FURNITURE CO.,LTD.

http://www.hawaiithai.com

Wickerwork Furniture (indoor /outdoor)

3
Khanti 925 Silver
Jewelry

http://www.khanti-925.com

925 Sterling Silver Jewelry

4
NAVDEEPAK
CORPORATION
CO.,LTD.

http://www.navdeepakcorp.com

Electronic Goods, Mobile Phones

5
QGI International
Products Co.,Ltd.

http://www.qginternational.com

Zoysia for Turf (Grass for Golf Course)

6
S.S. FURNITECH
CO.,LTD.

http://www.ssfurnitech.com/ Furniture(Bedroom sets,Living
Room,Dining Room,Kitchen, Office)

7
THAI VEGETABLE OIL
PCL.

http://www.tvothai.com

Soybean Oil

8
YCP JEWELRY
COMPANY LIMITED Gold Jewelry with Diamond

9 Lanta Manex Co.,Ltd.

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（2012.7月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 日経ビジネス　２０１２．７．２３ 株式会社日経ＢＰ社 2012/07/23

2 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．2８９７　２０１２．７．２３ 日本貿易振興機構 2012/07/23

3 ロシア　経済の基礎知識 ジェトロ（日本貿易振興機構） 2012/07/27

4 ＴＨＥ　ＮＩＫＫＥＩ　ＷＥＥＫＹ　ｓｕｍｍｅｒ，２０１２ ＮＩＫＫＥＩ 2012/07/27

5 ジェトロセンサー　２０１２．８ 日本貿易振興機構 2012/07/27

6 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２３９６　２０１２．７．２６ 株式会社東京商工リサーチ 2012/07/27

7 日経ビジネス　２０１２．７．３０ 株式会社日経ＢＰ社 2012/07/30

8 台湾情報誌　交流　Ｎｏ．８５６　２０１２年７月 公益社団法人交流協会 2012/07/30

9 『初めての海外進出』勉強会　２０１２年７月
日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、　大阪商
工会議所

2012/07/31

10 鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値）　平成２４年６月分 鹿児島税関支署 2012/07/31

11 鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値）　平成２４年上半期分 鹿児島税関支署 2012/07/31

12
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ ＆ Ａｇｒｕｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８９８　２０１２年７月３０
日

日本貿易振興機構 2012/08/01

13 アジ研　ワールド・トレンド　Ｎｏ．２０２　２０１２．７ アジア経済研究所 2012/08/01

14 ＫＩＳＣ　２０１２夏号 公益財団法人かごしま産業支援センター 2012/08/02

15 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２３９７　２０１２．８．２ 株式会社東京商工リサーチ 2012/08/03

16 商工金融　第６２巻第７号　２０１２年７月号 一般社団法人商工総合研究所 2012/08/03

17 日経ビジネス　２０１２．８．６－１３　合併号 株式会社日経ＢＰ社 2012/08/06

18 貿易と関税　2012年7月号 公益財団法人日本関税協会 2012/08/08

19 中国経済の実像とゆくえ ジェトロ（日本貿易振興機構） 2012/08/08

20
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８９９　２０１２年８月６
日

日本貿易振興機構 2012/08/08

ライブラリー近着図書(H24.7.21～H24.8.20)

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！！

※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。

★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受け付けております。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。
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

ライブラリー近着図書(H24.7.21～H24.8.20)

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！！

※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。

★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受け付けております。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。

21 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２３９８　２０１２．８．９ 株式会社東京商工リサーチ 2012/08/10

22 ゆにわーるど　Ｖｏｌ.４１　２０１２/Ⅱ
国際連合工業開発機関　東京投資・技術移転促
進事務所

2012/08/13

23 中華民国　台湾投資通信　Ｖｏｌ．２０３　Ｊｕｌｙ．２０１２ 中華民国経済部　投資業務処 2012/08/13

24
ＪＥＴＲＯ　２０１２　在マレーシア日系企業ディレクトリー　ＪＡＰＡ
ＮＥＳＥ ＲＥＬＡＴＥＤ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ　ＩＮ　ＭＡＬＡＹＳＩＡ　２０１２

日本貿易振興機構（ジェトロ）クアラルンプール事
務所

2012/08/13

25 貿易実務ダイジェスト　２０１２．８ 公益財団法人日本関税協会 2012/08/13

26 ジェトロセンサー　２０１２．９ 日本貿易振興機構 2012/08/14

27 ＴＳＲ情報　鹿児島県版　盛夏　２０１２　特集　２０１２．８．１５ 株式会社東京商工リサーチ鹿児島支店 2012/08/14

28 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２３９９　２０１２．８．１６ 株式会社東京商工リサーチ 2012/08/14

29
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２９００　２０１２年８月１
３日

日本貿易振興機構 2012/08/20

30 アジ研　ワールド・トレンド　Ｎｏ．２０３　２０１２．８ アジア経済研究所 2012/08/20

31
２０１２年版　中小企業白書　試練を乗り越えて前進する中小企
業

中小企業庁 2012/08/20

32 日経ビジネス　２０１２．８．２０ 日経BP社 2012/08/20
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－外国貿易コンテナ－

＊＊＊ 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 24 年 9 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。

【問い合わせ先】

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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この度、当協会では鹿児島県の委託を受け、川内港または志布志港を活用した食品輸出の促進

を目的とした「平成 24 年度食品輸出促進実証モデル事業」を実施します。

この事業は、両港から外貿定期コンテナ船を利用し、なおかつ混載コンテナにより本県産品の

食品を輸出する方に対して、輸出にかかる経費の一部を助成するというものです。

助成制度の活用をご希望の方は、協会ホームページ（http://www.kibc－jp.com/）より申込書・

提出様式をダウンロードし、FAX または E－mail にて事務局までお申込ください。

【助成対象者】

①志布志港または川内港からの輸出であること。

②本県で生産または製造された食品衛生法第 4 条に規定する食品の輸出であること。

③製造者または生産者が異なる食品が混載されているコンテナ輸出であること。

④平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日までに実施された輸出であること。

【助成の対象となる経費】

以下の経費のうち、貿易条件により輸出者が負担しなければならないもので、関係書類等によ

り金額の確認が可能なもの。

①国内輸送費(梱包料，集荷・内陸輸送料 等)

②通関・船積諸経費(コンテナ詰め料，ドレージ料，通関料，税関検査料，通関業者取扱料，

ターミナルハンドリングチャージ 等)

③海上運賃(バンカーサーチャージ等割増運賃を含む。)

④各種手数料(輸出代行料，B L(船荷証券)発行手数料，各種書類作成料 等)

⑤各種証明書等申請料(検疫申請，原産地証明書，衛生証明書 等)

⑥貨物海上保険料

【助成金について】

・助成金は１輸出者につき 500,000 円を限度とし、輸出に係る経費の 2 分の１以内とします。

・助成金の交付は申請受付順とし、助成金の交付決定額の累計が予算額を超える場合について

は、超過部分については交付を行いません。

・同一コンテナに本県産以外の食品や、食品以外の品目が混載されている場合には、輸出総費

総額から当該荷物の容積相当分を控除して助成金を積算します。

■お問合せ先： 公益社団法人鹿児島県貿易協会

          担当：川村/地福

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号（かごしま PR 課内）

TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483

       E－mail：info＠kibc－jp.com
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(公社)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。

～アドバイザーのご紹介～

※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。

○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

担当 アドバイザー 所属

実務 弓場　秋信 弓場貿易(株)代表取締役社長

通関 日置　建一 鹿児島海陸運送(株)空港営業所長

通関 平野　孝文 日本通運(株)志布志支店長

通関 小田原　正明 (株)共進組外航部通関課課長補佐

金融 梅　允中 (株)鹿児島銀行国際ビジネス推進室長

金融 上園　祐二 (株)南日本銀行営業統括部支店支援室WIN－WINネット推進グループ主幹
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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】：103 社（平成 24 年４月 1 日現在）

【役員】：会長 丹下 甲一

理事  19 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】個人 3,000 円（2種会員）

     団体 3,000 円（1種・2 種・3 種会員共通）

【会費】1 種会員費・・・・団体 30,000 円（年額）

    2 種会員費・・・・個人 24,000 円（年額）

                          団体 24,000 円（年額）

    3 種会員費・・・・団体 50,000 円（1口あたり/年額）

※1 種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。

※3 種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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