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Information

ジェトロ人材開発支援課（担当：柴原（しばはら）、油井原（ゆいはら）） 

TEL：03-3582-4689

E-mail：bue@jetro.go.jp.

TEL：099-216-1318　FAX：099-216-1320

鹿児島市経済政策課

E-Mail：kei-seisaku@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市輸出チャレンジ支援事業のご案内

お問い合わせ

平成25年度「中小企業海外展開支援事業」に関する説明会および個別相談のご案

お問い合わせ

経済成長の著しいアジアを中心とした新興国進出に取り組もうとする中堅・中小企業を、
経験豊富なジェトロの専門家が、進出計画の策定から、拠点立ち上げ、操業開始に至るま
でハンズオンで支援する専門家による新興国個別支援サービスのご紹介を中心としたジェ
トロの各種支援制度について説明を行う説明会が下記に日程で開催されます。興味がおあ
りの方はご参加ください。

【開催概要】
開催日：4月16日 13：30～17：00（30分前から受付開始)
開催都市：熊本
会場：熊本市国際交流会館（熊本市中央区花畑町４番１８号）
参加受付人数：80名
詳細URL：http://www.jetro.go.jp/events/item/20130319641/

【プログラム（予定）】
1．平成25年度の外務省事業の説明、JICA事業の説明
2．平成24年度外務省委託費調査受託の地元企業からの説明
3．ジェトロからの説明
4．中小機構からの説明

アジアで開催される国、県又はその他の公的機関・団体（日本貿易振興機構（ジェトロ）、
（公社）鹿児島県貿易協会等）、民間企業（地元金融機関）等が主催するアジアで開催され
る合同展示会等へ出展する際に要する経費の一部に対し助成を行う「輸出チャレンジ支援事
業」の募集が始まりました。

事業の詳細及びお申込につきましては、鹿児島市経済政策課（099-216-1318)へお問合せく
ださい。

【補助対象者】
納期が到来している市税を完納している、本市に主たる事業所を有する中小企業者

(１)中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者です。なお、
事業協同組合、企業組合及び商工組合など、中小 企業者で構成する団体等も対象とします。

(２)暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員
でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある事業者等は申込みできません。
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E-mail：cie@jetro.go.jp.

E-mail : lemoyg@kotra.or.jp

TEL ： 06-6262-3831 　FAX：06-6262-4607 

Information

TEL：03-3582-5238　FAX：03-5572-7044

ジェトロ・サービス産業課（担当：鈴木、下笠、福島）

韓国貿易センタ-(Kotra大阪) 市場開拓部 李(リ)ムヨン

ベトナム（ハノイ・ホーチミン）サービス産業海外進出支援ミッションのご案

ジェトロでは、サービス産業（流通・小売、外食、教育、理美容等）関係者をメンバーとす
る視察団（ミッション）をベトナムに派遣、ハノイおよびホーチミンで商業施設視察や進出日
系企業によるミニセミナー、ビジネス・パートナー候補との商談会およびビジネス交流会など
のプログラムを実施します。 ベトナムでのビジネス展開をご検討の皆様は、是非、本ミッ
ションにご参加下さい。

【募集概要】
日時 ：2013年5月13日（月曜）～5月17日（金曜） 4泊5日
形式 ：現地集合・現地解散
訪問都市 ：ベトナム（ハノイ・ホーチミン）
ミッション企画 ：ジェトロ
旅行企画・実施 ：近畿日本ツーリスト
募集対象 ：流通・小売、外食、教育、理美容等のサービス産業

※全行程へのご参加を原則とします。
※お申し込み多数の場合、1社・団体より1名様の参加とさせていただく場合があります。

添乗員 ：1名
旅行代金 ：89,710円
募集人員 ：35名（最少催行人数 15名）
お申込締め切り ：2013年4月12日（金曜）

お問い合わせ

お問い合わせ

「2013年韓国 韓流(Hanryu) Plaza 訪韓 調達商談会 」のご案内

参加バイヤーに対する７つの支援を盛り込んだ商談会が韓国にて開催されます。詳細につきま

しては下記連絡先までお気軽にお問合せください。

【開催概要】

日 時 ：2013年 6月13日(木) ～ 6月14日(金) 

場 所 ：韓国 COEX(コ-エックス) 韓国総合展示場

（ ソウル市 江南区 三成洞 / www.coex.co.kr ）

対象分野：コンテンツ、スマ-トコンテンツ、韓流MD商品、韓流食品、

デザイン、研修、サ-ビス、フランチャイズ、e-ランニング、

雑誌、映像、観光、医療観光、体験、他 韓流サ-ビス総合。

締め切り：5月2日(木) 又は定員になり次第終了。

●参加バイヤ-に 対する 7つの 支援内容

①宿泊ホテル無料支援（1社当り 1室 3泊まで）

②往復 航空費支援（1社当り 最大1名まで）商談会参加必須

（但し、本社規定により無し～1部支援～100％に分かれます。詳細は下記担当者まで。）

③商談用専用スペ-ス 無料支援

④交通支援（ホテル ⇔ 会場） 予定

⑤韓国サプライヤ-との商談アレンジ
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TEL：03-3971-6571 　FAX：03-3590-7585

Email：sougouten-tokyo2013@wm.smrj.go.jp

Information

TEL： 03-6441-4901

対日アクセス支援課(担当：古城、山本)

中小企業総合展 東京 2013-2014 事務局

お問い合わせ

お問い合わせ

中小企業総合展2013出展募集のご案内

～日本最大級の中小企業ビジネス・マッチングイベント～
自ら開発した新製品、サービス、技術等を展示・紹介し、販路開拓、業務提携といった企業間
の取引を実現するビジネスマッチング促進を目的とした展示会です。早期申込特典あり。お申
込はお早めに！

【開催概要】
日時：2013年 10月30日（水）～11月1日（金） 10：00～18：00（最終日は17時まで）
会場：東京ビッグサイト 西ホール3,4 
出展対象分野：金属加工、機械要素・部品・素材（環境関連含む。）、情報通信関連、ビジネ
ス支援・ 人材・教育関連、流通・物流関連、新エネルギー・省エネルギー関連、
住宅・土木・建築関連、環境・ 都市環境整備関連、生活文化関連、福祉関連、食品関連、医
療・バイオ関連
出展小間数：中小・ベンチャー企業 約250小間（予定）
出展料：標準サイズ/3日間あたり105,000円（税込）

ミニサイズ/3日間あたり73,500円（税込）
早期申込締切：2013年4月26日（金）※早期申込特典あり
申込締切：2013年6月10日（月）
詳細URL：http://sougouten.smrj.go.jp/tokyo/index.html

小口輸入ビジネスの留意点を1回でご説明する初心者の方向けのセミナーが開催されます。
小口輸入を始めようとお考えの方はこの機会にぜひご参加ください。
※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： 2013年04月26日（金） 13：30～16：00  
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6階 ミプロ内会議室
主催等： （一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
内容 ：「総論」では、海外の商品・取引先の探し方、小口輸入の流れ、気をつけたい法規制、
輸送方法・関税・支払い方法、起業ノウハウ等、小口輸入ビジネス全般に関わるポイントを解
説。
講師：ミプロ貿易投資アドバイザー 芝田 政之
募集人員：45名 ＊定員に達し次第締め切り
参加費 ：1,000円

[有料セミナー]小口輸入ビジネス入門－総論－のご案内
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TEL：０６-６９４４－６１６４　　　Fax ：０６-６９４６－８８６５　

Information

TEL：+86-25-68567476(日本語可)　FAX：+86-25-68569810 

Email：zhang.ww@expo800.com

日本商事仲裁協会　大阪事務所

中国精密製造分会　担当：張(ちょう)

お問い合わせ

お問い合わせ

2013中国(国際)精密製造技術展出展募集のご案内

「貿易取引の実務－輸出実務を中心として－」【セミナー】のご案内

中国（国際）精密製造技術展は、中国精密製造産業の現状に基づき、“未来への「チャンス」

と企業の｢ほしい｣を集約”をテーマに、極めて専門性の高い中国の事情に合った精密製造産業の

博覧会です。同展示会では、売買間の交流及び商談ルートの創出、内需及びグローバル化のビジ

ネスチャンスの開拓を目指しています。また、特別補助及び早期出展申込割引もあります。

【開催概要】

期間： 2013年10月31日～11月2日

会場：中国江蘇省南京国際展覧センター

主催：中国機械通用零部件工業協会、中国精密製造分会、南京市投資促進委員会

協賛：江蘇省機械行業協会、大阪国際経済振興センター、アメリカ精密製造協会

出展料：標準ブース(9㎡)：150,000円

特別装飾ブース(36㎡～)：680,000円～

入場料：無料(但し、事前の申込が必要) 

《出展対象》

1.加工原材料 2.精密加工設備 3.精密加工部品 4.加工工具、金型

5.試験、計測、計器類 6.精密モーター 7.加工補助材料 8.表面処理・改質

詳細URL：http://www.expo800.com/zhxx_ja.html

輸出実務を中心にその流れに沿って、また、関連する事項については輸入実務にも適宜言及し
ながら、貿易取引の実務についてわかりやすく説明したセミナーが大阪にて開催されます。初め
て実務に携わる方は勿論、実務経験をお持ちの方も知識の整理やレベルアップにお役立てくださ
い。

【開催概要】
日時：２０１３年４月２３日（火） １３：００～１７：００
場所：マイドームおおさか ８階 第３会議室
講師：関西大学商学部教授 博士(商学) 吉田友之 氏
受講料：当協会会員 １名 ￥１１，０００ 非会員 １名 ￥１６，０００

（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：７０名（先着順）
<プログラム> 
１．輸出入契約の成立
２．輸出入契約書での取り決め内容と留意点
３．輸出入貿易管理 (安全保障貿易管理)
４．商業信用状の機能と接受時の留意点
５．為替リスク対策
６．貨物の船積準備と運送契約
７．海上貨物保険と航空貨物保険
８．貿易保険
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http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BeautyworldJapan_38341

5月15日（水）～5
月17日（金）東京
ビッグサイト

◇第4回　教育ITソリューションEXPO【教育・
訓練】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EDIX_37056

5月15日（水）～5
月17日（金）パシ
フィコ横浜

◇第6回化粧品産業技術展 CITE JAPAN
2013【化粧品、美容関連用品、包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CITEJAPAN_34062

5月13日（月）～5
月15日（水）東京
ビッグサイト

◇ビューティーワールド ジャパン【化粧品、
美容関連用品】

4月25日（木）～4
月27日（土）東京
ビッグサイト

◇第37回 2013 日本ホビーショー【趣味】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/37thJapan_37509

4月26日（金）～5
月6日（月）イン
テックス大阪

◇'13 食博覧会・大阪【食・飲料、食品加工、
食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/UTAGE2013_34071

4月18日（木）～4
月20日（土）イン
テックス大阪

◇バリアフリー2013
（第19回高齢者・障がい者の快適な生活を
提案する総合福祉展）
【福祉・介護・リハビリ用機器・用具】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BarrierFree_37326

4月24日（水）～4
月26日（金）東京
ビッグサイ

◇CPhI Japan 2013（国際医薬品原料・中間
体展）【医薬品、製薬・製剤、薬学】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPhIJAPAN_37469

4月17日（水）～4
月20日（土）東京
ビッグサイト

◇INTERMOLD 2013（第24回金型加工技術
展）/金型展2013
【工作機械・金属加工、金属製品、工具、金
型】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERMOLD2013Die_37332

Information

開催期間 見本市名 URL

5月8日（水）～5月
10日（金）東京ビッ
グサイト

◇2013 Japan IT Week春 - 第22回 ソフトウ
エア開発環境展
【通信、情報処理、コンピュータ電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SODEC_37441

5月8日（水）～5月
10日（金）東京ビッ
グサイト

◇BIOtech2013 - 第12回 国際バイオテクノ
ロジー展／技術会議
【医療技術、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BIOtech2013_33683

見本市情報

～国内開催見本市～
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5月29日（水）～5
月31日（金）ロシア
/ モスクワ

◇Macef - International Home Show【家庭用
品、ギフト用品、手工芸品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Macef_37694

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Feiplastic2013_37267

5月21日（火）～5
月25日（土）マレー
シア / クアラルン
プール

◇METALTECH 2013 - The 19th
International Manufacturing Solutions Event
【工作機械・金属加工、金型】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MTM2013_36978

5月28日（火）～5
月31日（金）中国
/ 上海

◇第18回中国国際キッチン＆バス設備展覧
会 / 第18回中国国際建築貿易博覧会
【建築・建設、衛生設備、給排水】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KBC2013_38383

6月12日（水）～6
月15日（土）タイ /
バンコク

◇ProPak Asia 2013 - The 21st
International Processing, Filling and
　Packaging Technology Event for Asia【包
装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProPakAsia_37035

5月16日（木）～5
月18日（土）タイ /
バンコク

◇SUBCON THAILAND 2013 - 7th ASEAN's
Leading International Industrial
　Subcontracting Event【金属製品、金型、電
気・電子、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SUBCONThailand_36436

6月5日（水）～6月
7日（金）マレーシ
ア / クアラルン
プール

◇OGA 2013 - The 14th Asian Oil, Gas &
Petrochemical Engineering
　Exhibition【鉱業、エネルギー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/OGA2013_35472

6月9日（日）～6月
12日（水）中国 /
広州

◇Guangzhou International Lighting
Exhibition 2013【照明】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GILE2013_36506

6月3日（月）～6月
8日（土） ブラジル
/ サンパウロ

◇FEIMAFE 2013 - 14th International
Machine Tools and Integrated
　Manufacturing Systems Trade Fair【工作機
械、製造・生産技術、品質管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FEIMAFE2013_33443

6月4日（火）～6月
7日（金）ドイツ /
ミュンヘン

◇transport logistic 2013【鉄道、その他の輸
送用機器、交通】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/transportlogistic_34768

開催期間 見本市名 URL

5月20日（月）～5
月24日（金）ブラジ
ル / サンパウロ

◇Feiplastic 2013 - International Plastic
Trade Fair
【プラスチック、化学】

～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
THAI CENTER F&B.,
CO.,LTD.

Rice,Soup,Canned Fish,Snack,Fruit
Juice,Dried Fruits,Floating Candle, Raw Silk
Stole

2
CUSTOM PRIVATE
LABEL GROCERIES
CO.,LTD.

http://www.privatelabelgroceries.c
om

OEM Food:Meal Kit,
Sauce,Marinade,
Ready-to-
Eat,Paste,Soup

3 Enova Solutions Co.,Ltd. http://www.enova-jewelry.com

Silver Jewelry

4
TOKENPAY (THAILAND)
CO.,LTD.

http://www.eliteserum.asia

Skin care product (Eye Serum)

5
THAI TRADE POINT.COM
CO.,LTD.

http://www.thaitradepoint.com

Handicrafts

6 Trai March Co.,Ltd. http://www.traimarch.com

Water Hyacinth Slippers

7
JINTANA
INTERTRADE&RAPHAELA
MAGICA CO.,

http://www.jintana.com
http://www.raphaelamagica.com

Lingerie (brassiere, etc.,)

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
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 貿易と国際経済　ひのくに　Ｖｏｌ．２　２０１３ 熊本貿易情報センター 2013/02/21

2 アジ研　ワールド・トレンド　Ｎｏ．２０９　２０１３．２ 株式会社東京商工リサーチ 2013/02/22

3
九州経済白書　２０１３年版　アジア最前線九州のグローバル戦
略

財団法人九州経済調査協会 2013/02/22

4
日秘商工会議所の情報誌　ＬＩＮＫＳ　Ｎｏ．１１　Ｄｉｃｉｅｍｂｒｅ　２０
１２

Ｒｅｖｉｓｔａ ｄｅ　ｌａ　Ｃａｍａｒａ　ｄｅ　Ｃｏｍｅｒｃｉｏ　ｅ　Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｉａ　Ｐｅｒｕａｎｏ　Ｊａｐｏｎｅｓａ

2013/02/22

5
現行輸入制度一覧　平成２４年度版　商品別輸入制度、輸入税
率（基本・協定・暫定・特恵）、統計品目番号、関税番号

財団法人経済産業調査会 2013/02/22

6
メッセ海外通信　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＮＥＷＳ　ＫＡＩＫＹＯ　ＭＥ
ＳＳＥ　ＳＨＩＭＯＮＯＳＥＫ　Ｖｏｌ.２４　２０１３．１～３

一般財団法人山口県国際総合センター、山口県
日中経済交流促進協会、日本貿易振興機構（ジェ
トロ）山口貿易情報センター

2013/02/25

7 九州・山口企業の海外進出　２０１１ 財団法人九州経済調査協会 2013/02/25

8 日経ビジネス　２０１３．２．２５ 株式会社日経ＢＰ社 2013/02/25

9 鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値）　平成２５年１月分 鹿児島税関支署 2013/02/26

10 日本貿易会月報　Ｎｏ．７１１　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２０１３ 一般社団法人日本貿易会 2013/02/26

11 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４２６　２０１３．２．２８ 株式会社東京商工リサーチ鹿児島支店 2013/02/28

12
２０１２　中国国際工業博覧会（環境保護技術と設備展）　ジャパ
ン・パビリオン開催報告書

日本貿易振興機構（ジェトロ）　展示事業部　海外
見本市課

2013/03/01

13
ジェトロ貿易ハンドブック　２０１３　ＪＥＴＲＯ　ＴＲＡＤＥ　ＨＡＮＤＢ
ＯＯＫ　２０１３

ジェトロ（日本貿易振興機構） 2013/03/04

14
２００９　Ｗｈｉｔｅ Ｐａｐｅｒ ｏｎ Ｓｍａｌｌ ａｎｄ Ｍｅｄｉｕｍ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｉｎ
ＪＡＰＡＮ　　Ｆｉｄｉｎｇ Ｖｉｔａｌｉｔｙ ｔｈｏｕｇｈ 　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｈｕｍａ
ｎ Ｒｅｓｏｕｃｅｓ

ＪＳＢＲＩ JAPAN SMALL BUSINESS RESERCH
INSTITUTE

2013/03/04

15
２０１０　Ｗｈｉｔｅ Ｐａｐｅｒ ｏｎ Ｓｍａｌｌ ａｎｄ Ｍｅｄｉｕｍ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｉｎ
ＪＡＰＡＮ　　Ｐｕｌｌｉｎｇ ｔｈｏｕｇｈ ｔｈｅ 　　Ｃｒｉｓｉｓ

ＪＳＢＲＩ JAPAN SMALL BUSINESS RESERCH
INSTITUTE

2013/03/04

16
２０１２　Ｗｈｉｔｅ Ｐａｐｅｒ ｏｎ Ｓｍａｌｌ ａｎｄ Ｍｅｄｉｕｍ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｉｎ
ＪＡＰＡＮ　　Ｓｍａｌ ａｎｄ Ｍｅｄｉｕｍ 　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｆｏｒｗａｒｄ ｔｈｏｕ
ｇｈ Ａｄｖｅｒｓｉｔｙ

ＪＳＢＲＩ JAPAN SMALL BUSINESS RESERCH
INSTITUTE

2013/03/04

17 ＡＣＣＥＳＳ　Ｖｏｌ．６　２０１３ 公益社団法人鹿児島県貿易協会 2013/03/04

18 ハーモニー　Ｖｏｌ．１　２０１３年冬号 公益財団法人日本関税協会 2013/03/04

ライブラリー近着図書(H25.2.21～H25.3.20)

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うけつけております。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(H25.2.21～H25.3.20)

19 台湾情報誌　交流　Ｖｏｌ．８６３　２０１３年２月 公益財団法人交流協会 2013/03/04

20
徳島と世界を結ぶ国際ビジネス情報誌　徳島貿易ニュース　Ｎ
ｏ．６１　２０１２年度　第３号

徳島貿易情報センター 2013/03/04

21 日経ビジネス　２０１３．３．４ 株式会社日経ＢＰ社 2013/03/04

22 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　第３８巻　第２号　ＦＥＢ　２０１３ 光華畫報雑誌社 2013/03/05

23 第１９回　九州（日本）・韓国経済交流会議報告書

九州経済国際化推進機構、九州経済産業局、鹿
児島県、社団法人九州経済連合会、財団法人日
韓産業技術協力財団、財団法人九州地域産業活
性化センター

2013/03/05

24 商工金融　第６３巻　第２号　２０１３年２月号 一般社団法人商工総合研究所 2013/03/06

25 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４２７　２０１３．３．７ 株式会社東京商工リサーチ鹿児島支店 2013/03/08

26 貿易と関税　２０１３．３ 公益財団法人日本関税協会 2013/03/08

27 貿易実務ダイジェスト　２０１３．３ 公益財団法人日本関税協会 2013/03/08

28 ＤＡＮＲＹＵ　２０１３．３　Ｎｏ．４０　Ｍａｒｃｈ 公益財団法人鹿児島県国際交流協会 2013/03/12

29 グローバル経営　３０１３．３ 一般社団法人日本在外企業協会 2013/03/12

30 中華民国　台湾投資通信　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２０１３　ｖｏｌ．２１０ 中華民国　経済部　投資業務処 2013/03/12

31 ジェトロセンサー　２０１３．４ 日本貿易振興機構 2013/03/12

32 貿易実務　オンライン講座　基礎編　オリジナルテキスト 日本貿易振興機構　（ジェトロ）人材開発支援課 2013/03/12

33 上海市場開拓ガイド　上海を足がかりに巨大市場を攻略する 財団法人中小企業総合研究機構 2013/03/12

34 日経ビジネス　２０１３．３．１１ 日経ＢＰ社 2013/03/12

35 ２０１２年度　岐阜県貿易関連企業調査報告書 ジェトロ岐阜/岐阜県 2013/03/13

36 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４２８　２０１３．３．１４ 株式会社東京商工リサーチ鹿児島支店 2013/03/15

37
平成２３年度特許庁受託事業　中国における外資企業の研究開
発（Ｒ＆Ｄ）発展状況報告書

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

38
平成２３年度特許庁受託事業　職務創造発明者、考案者への奨
励、報酬扮装をめぐる法律問題の研究調査レポート

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

39 平成２３年度特許庁受託事業　２０１２年先端企業調査研究
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

40
平成２３年度特許庁受託事業　中国における実用新案制度の中
国経済への影響に関する調査研究報告書

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15
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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(H25.2.21～H25.3.20)

41 中国における営業秘密管理
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）東京本部知的財産
課、北京事務所知識産権部

2013/03/15

42
平成２３年度特許庁受託事業　中国における知的財産に基づく
資金調達に関する調査報告書

ジェトロ北京事務所　知的財産権部 2013/03/15

43 平成２３年度特許庁受託事業　中国特許情報の実態把握調査
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

44
平成２３年度特許庁受託事業　中国における技術取引市場の活
用に関する調査報告書

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

45
平成２３年度特許庁受託事業　中国特許権侵害訴訟マニュアル
２０１２年改訂版

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

46
平成２３年度特許庁受託事業　中国専利文献に基づく技術動向
調査リチウムイオン電池

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

47
平成２３年度特許庁受託事業　　技術標準の実施における特許
権侵害救済及びその権利制限についての研究報告書

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

48 世界の医療機器市場　成長分野での海外展開を目指せ 日本貿易振興機構（ジェトロ）　海外調査部 2013/03/15

49
平成２３年度特許庁受託事業　中国における特許オークションに
関する実態調査調査報告書

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

50
平成２３年度特許庁受託事業　２０１１年先端企業調査研究知財
戦略分析

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）北京事務所　知識産
権部

2013/03/15

51 日経ビジネス　２０１３．３．１８ 株式会社日経ＢＰ社 2013/03/18

52 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（２０１２年度調査） 日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 2013/03/18

53 ＫＥＲ経済情報　Ｎｏ．２７６　２０１３．３ 株式会社鹿児島経済研究所 2013/03/19

54
海外ビジネス情報　ＯＩＴＡ Ｔｒａｄｅ ＆ Ｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．８７　２０１３
Ｍａｒｃｈ－Ａｐｒｉｌ

日本貿易振興機構（ジェトロ）大分貿易情報セン
ター、（社）大分県貿易協会

2013/03/19
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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２５年３月に，南九州西回り自動車道の『薩摩川内高江－薩摩川内水引』が

開通し，平成２６年度中には，『鹿児島－薩摩川内水引』間が全線開通することから，薩摩

川内港との交通アクセスが更に充実します。

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 25 年 4 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 商工観光部 企業・港振興課

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線 4391,4392）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１０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５便），中国航路（週３便）の計４航路週１０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/ah09/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)3640　FAX 099(286)5629　E-MAIL sbsport@pref.kagoshima.lg.jp
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/
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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

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 梅木洋一郎 (株)共進組外航部通関課 次長

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

等で構成される公益社団法人です。

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】：106 社（平成 25 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】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、商品情報ほか。

○（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 貿易引き合い掲示板。引き合いの検索のほか、掲載も可能。

○WTC JAPN 貿易引き合い掲示板

http://www.wtcjapn.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/

…国内外の取引支援情報を発信。都内中小企業取扱商品情報、輸出入取扱い企業情報、

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、どうぞご利用ください。（http://www.kibc-jp.com）
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