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(社)全州国際発酵食品EXPO組織委員会

第11回全州(チョンジュ)国際発酵食品EXPO参加者募集のご案内

お問い合わせ

日本企業向け台湾調達マッチング商談会のご案内

お問い合わせ

台湾企業から調達又は台湾企業に生産委託を希望する日本企業のための大型商談会。
日本企業のみを対象とした商談会となっており、無料で参加企業の要望に合わせた台湾

サプライヤーの提供及び台湾企業との連絡、商談会のアレンジなどのサービスが受けられ
ます。

【開催概要】
日時：2013年7月3日（水）
場所：台北国際会議センター（TICC）101、102会議室(台北市信義区信義路五段）
主催：経済部（台湾経済産業省）
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）
参加申込条件：台湾企業から調達または台湾企業に生産委託する予定のある日本企業(売
込及びコンサルティングなどの営業行為は参加不可)
参加費：無料
※詳細URL：http://www.taitra.gr.jp/event/jt-sourcing/index.html

全州国際発酵食品エキスポ(IFFE)は、2003年から毎年10月に韓国の伝統文化、農耕文化を代

表する全羅北道の全州(チョンジュ)市にて開催される発酵食をテーマにしたエキスポです。開催

地である全羅北道は韓国の食品産業のハブとして注目されており、多くの来場者が見込まれま

すのでこの機会にぜひ御参加ください。

【開催概要】

日時：2013年10月24日（木）～28日（月）/5日間 10：00～19：00

会場：韓国全州ワールドカップ・スタジアム

主催：全羅北道、全州市

来場者数：55万人（2012年52万人）

詳細URLはこちら↓

http://www.iffe.or.kr/2013_japanese/
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(一財)対日貿易投資交流促進協会対日アクセス支援課(担当：山本、古城)

タイ国政府貿易センター福岡　担当永野

Information

TEL：03-3971-6571 / FAX：03-3590-7585

e-mail:ttcfkk@thaitrade.jp

TEL：092－751-6311 FAX：092－751-6522

【セミナー】小口で食品を輸入する際のポイントと注意点のご案内

－食品輸入で失敗しないために－
失敗しない食品輸入のためのポイントや注意点などについて、輸入→販売までの段階毎にわか
りやすく解説。併せて、日頃ミプロに寄せられるご相談の中から食品に関する代表的なものを
取り上げ、ご紹介します。
※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06月18日（火） 13：30～16：00  
内容 ◆第1部「小口食品輸入の課題」

講師： ミプロ貿易投資アドバイザー 石川 康秀
◆第2部「日頃のご相談の中から」

講師： ミプロ対日アクセス支援課 山本 惠子
募集人員:45名 （先着順、定員に達し次第締め切ります）
参加費:1,000円
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）

お問い合わせ

お問い合わせ

タイ国美容・健康関連企業商談会（於・東京）のご案内

東京国際化粧品展（COSME TOKYO）期間に合わせて、下記の要領で商談会が開催されます。世

界から注目されるタイのスパ・美容関連製品・健康食品関連の中の注目企業が来日し、一堂に介

する貴重な機会です。是非、この機会にご参加下さい。

【開催概要】

日時：2013年6月25日（火） 10：00～16：00（15：30時までに会場にお入り下さい）

場所：主婦会館 プラザエフ・大会議室 スズラン

(〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地)

参加費用：無料

参加企業取り扱い製品一例：石鹸・ヘアケア製品・スキンケア用品・スパ製品・健康食品・トイ

レタリー製品・ココナッツオイル・サプリメント・ハーブ抽出物・沈香オイル・引き締め用ク

リーム 他

※事前予約制ではないため、当日お待ちいただくこともございます。

日・タイ通訳をご用意しております。

申込締切：2013年6月14日（金）
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韓国貿易センター（福岡）担当：金炳宣（キム・ビョンスン）

台湾貿易センター東京事務所　担当：洪

Information

TEL：03-3514-4700 FAX：03-3514-4707

TEL：092-473-2005・6　　FAX：092-473-2007

Email: tokyo@taitra.gr.jp 

Email:kbsunew@kotra.or.kr/vision421@yahoo.co.jpお問い合わせ

お問い合わせ

「タイトロニクス・ブロードバンド・クラウド見本市」出展企業募集のご案内

エレクトロニクス・スマートライフと題して、電子部品や電池、LED、測定機器、セキュリ
ティ、RFIDなどの製品が展示予定となっており、今年の出展者数は800社、1500ブース、来場者
数45,000名の予定です。ぜひ、アジアへの足掛かりとして、出展をご検討下さい！

【開催概要】
開催日時：10月8日～10日9：00 ～17：00 

10月11日 9：00 AM～16：00 
会場：台北世界貿易センター 南港展示ホール
(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan)
主催者：中華民国対外貿易発展協会(TAITRA)､台湾区電機電子工業同業公会 (TEEMA)
展示内容：電子部品およびパーツ､メーターおよび計器､LED照明および応用製品､セル、バッテ
リー、電源 o試験および認証､産業プロセスおよび製造装置､スマート生活及び大衆消費電子製
品他
申込締切：2013 年 8 月 31日（土）
詳細URL：http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=2665&lang=ja_JP
※ブース代金が50％ OFFのキャンペーンを実施中。詳しくは下記へお問い合わせください。

～韓国を活用してどのような成長戦略を描くことができるか？ ～
日本企業が韓国へ進出する際に留意する事項、合弁事業の成功を導くためのカギ、各種リスク
マネジメント等をご紹介。

【開催概要】
日 時：平成25年6月25日(火) 14:00～16:00 (受付:13：15～)
会 場：福岡市博多区下川端町2-1 博多座・西銀ビル13階(NCBﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃﾝｸﾞ福岡会場)

※会場に駐車場は準備しておりません
主 催：韓国貿易ｾﾝﾀｰ(福岡)
協力：㈱NCBﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃﾝｸﾞ、公益社団法人福岡貿易会
申込締切：2013年6月21日（金）

《セミナー内容》
・韓国の最新経済情報と日･韓経済関係 (KOTRA地域戦略ﾁｰﾑ)
・成功事例発表（第一施設工業㈱ 代表取締役 篠原統）
・韓国を活用してどのような成長戦略を描くことができるか？（㈱スターシア・インベストメ
ント 代

表会計士 黄泰成）

韓国貿易センターの韓国ビジネスセミナーのご案内
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Email：wada@ibpcosaka.or.jp

TEL：06-6615-5522　FAX：06-6615-5518

Information

TEL：03-3514-4700　　FAX：03-3514-4707

E-mail：event@taitra.gr.jp 

一般財団法人 大阪国際経済振興センター(IBPC大阪)　担当：和田

台湾貿易センター 東京事務所　担当：福永

お問い合わせ

お問い合わせ

「第7回高雄食品見本市2013」出展のご案内

「インドネシア食品商談会」参加企業募集のご案内

国内外のバイヤーが重視する高雄港のメリットは、生産・加工拠点へ穀物、魚、豚肉、菓子類

等食品の迅速なデリバリーが可能な点です。今回の見本市では、出展企業とバイヤーを対象とし

た1対１の商談会を始め、セミナー、フォーラム等多数のイベントが開催されます。また、6月30

日迄のお申込で早期割引の特典もあります。

【 開催概要 】

日時：2013年10月31日（木） 10：30- 18：00 

2013年11月1日（金）～2日（土） 11：00- 18：00 

2013年11月3日（日） AM 11：00- 17：00 

会場：高雄市現代総合体育館（高雄アリーナー）

(高雄市左営区博愛ニ路757号) 

規模：出展160社、265小間（予定）

2012年実績：来場者数11,259人（海外バイヤー 317人）、出展159社、264小間

出展品目：生鮮果物・農産品、食肉・乳製品、魚加工品、香辛料、冷凍食品・加工食品、乾燥食

品、各種 飲料、菓子、健康食品/レジャー用食品、テーブルウェア/個人向け食品加

工機

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

大阪市において、インドネシア食品関連企業との商談の場として「インドネシア食品商談会」が開催

されます。新たなビジネスチャンス開拓の一環としてこの機会をご活用ください。

【開催概要】

期間：2013年6月17日(月) 10：00～17：30 (開場：9：45～) 
会場：リーガロイヤルホテル大阪 2階 ダイヤモンドルーム

（〒530-0005大阪市北区中之島5-3-68)
来日企業：インドネシア食品関連企業

※商談会には通訳を用意しております。

商談品目：食品関連製品・農産物

[例：コーヒー、生ハチミツ、食用ハーブ、フルーツ栽培＆冷凍加工、食品検査、クッキー、ケーキ、麺

類、スナック類、野菜、香辛料、ジャム、飲料など] 
主催：大阪市、在大阪インドネシア共和国総領事館、インドネシア貿易振興センター大阪

共催：大阪府、大阪商工会議所

協力：公益財団法人大阪産業振、興機構、日本・インドネシア経済協会

参加費：無料

申込締切日：2013年6月12日(水) ※定員に達し次第締め切り。
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6月17日（月）～
6月18日（火）パシ
フィコ横浜

◇フューネラルビジネスフェア2013【冠婚葬
祭、宗教関連】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FuneralBusiness_37360

Information

開催期間 見本市名 URL

6月18日（火）～
6月19日（水）東京
ビッグサイト

◇リフォーム産業フェア+工務店フェア 2013
【建築・建設】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BARS2013_37364

6月19日（水）～
6月21日（金）東京
ビッグサイト

◇第24回設計・製造ソリューション展【電気・
電子、情報処理、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DMS_37473

6月26日（水）～
6月28日（金）東京
ビッグサイト

◇第8回 国際雑貨EXPO【ギフト用品、手工
芸品、販促用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/8thINTERNATIONAL_33686

6月19日（水）～
6月21日（金）アク
セスサッポロ

◇札幌パック 2013 食品加工・包装＆リサイ
クル展
【包装、食品加工、店舗用設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SAPPOROPACK_37563

7月3日（水）～
7月5日（金）東京
ビッグサイト

◇サーモテック 2013 - 第6回 国際工業炉・
関連機器展
【エネルギー、産業用機器・設備、製造・生
産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/THERMOTEC2013_27707

7月3日（水）～
7月6日（土）東京
ビッグサイト

◇第20回 東京国際ブックフェア【書籍（ブック
フェア）、新聞】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TIBF_37057

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERPHEX_33615

7月10日（水）～
7月12日（金）東京
ビッグサイト

◇第4回 エコ オフィス/エコ 工場 EXPO【エ
ネルギー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/4thEcoFriendly_36972

7月10日（水）～
7月12日（金）
かながわサイエン
スパークイノベー
ションセンター

◇テクノトランスファーinかわさき2013(第26
回先端技術見本市)【総合見本市】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/techkawasaki_37324

7月10日（水）～
7月12日（金）東京
ビッグサイ

◇第26回 インターフェックス ジャパン - 医
薬・化粧品・洗剤 研究開発・
　製造技術国際展 -【医薬品、化粧品、産業
用機器】

見本市情報

～国内開催見本市～
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7月17日（水）～
7月19日（金）中国
/ 上海

◇The 19th International Processing,
Packaging and End-Line Printing
　Exhibition【包装】

開催期間 見本市名 URL

7月17日（水）～
7月19日（金）中国
/ 上海

◇CBME 2013（第13回上海国際キッズ・ベ
ビー・マタニティ産業展）
【ベビー用品、ヘルスケア】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CBME_38521

8月13日（火）～
8月15日（木） ブラ
ジル / リオ・デ・
ジャネイロ

◇Navalshore - Marintec South America
2013(第10回造船・オフショア工業展)
【海運、造船、港湾関連機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Navalshore_38529

7月31日（水）～
8月3日（土）米国
/ ソルトレイク・シ
ティ

◇Outdoor Retailer Summer Market 2013【ス
ポーツ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/OutdoorRetailer_38857

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProPakChina_37822

7月18日（木）～
 7月20日（土）ベト
ナム / ホーチミン

◇Vietnam International Security System &
Fire Protection Equipment
　And Technology Exhibition【防災、警備、消
防、防衛】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SECURITY_36875

7月18日（木）～
8月10日（土）アラ
ブ首長国連邦 /
シャルジャ

◇RAMADAN & EID FAIR 2013【ギフト用品、
家庭用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/RF_38326

8月15日（木）～
8月17日（土）米国
/ ダラス

◇2013 Nursery/Landscape Expo【農林水産
業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/2013NurseryLandscape_3062
6

8月2日（金）～
8月4日（日）インド
/ チェンナイ

◇11th MEDICALL 2013（第11回メディコー
ル2013）
　- India's Premier Medical Equipment Show
【医療・病院用機器、歯科用・眼科用機器・
用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEDICALL_37094

8月3日（土）～
8月7日（水）オース
トラリア / メルボ
ルン

◇Melbourne August - Reed Gift Fairs【ギフ
ト用品、手工芸品、販促用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MelbourneAugust_38631

～海外開催見本市～

見本市情報
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平成 25年度鹿児島県貿易協会

平成 25年 5月 28 日（火）に城山観光ホテルにおいて、

平成 25年度定時総会を開催しました。

総会には会員数 107 名に対しまして、代理出席者  

20 名を含め出席会員 52 名、書面決議書（賛成）提出会

員 31 名、委任状提出会員 3 名で合計 86 名の出席があり、

「平成 24 年度事業実績及び決算財務諸表」及び「役

員の選任」について理事より提案書が提出され、全会

一致で承認されました。また、「平成 25年度事業計画

及び収支予算」「顧問及び相談役」について事務局よ

り報告がなされ、同じく承認されました。今回の定時

総会をもって退任された福壽専務理事からは、3 年間

を振り返りながら新体制へ向けて『鹿児島のブランド

化』を立体的に PR する必要性を語られ、「鹿児島の持

つ潜在力を活かし、協会員が力を合わせて貿易を推し

進めて欲しい。」と退任の御挨拶がありました。

定時総会終了後「会長、副会長及び専務理事の選任」

を議案とする臨時理事会が開催され、審議の結果、会

長に佐々木浩氏（鹿児島県副知事）、副会長に森博幸氏

（鹿児島市長）、弓場秋信氏（弓場貿易(株)代表取締役

社長）専務理事に武盛武士氏（鹿児島県観光交流局長）

の 4名が選出され、承認されました。

その後行われた懇談会で、臨時理事会で決定した会

長、副会長及び専務理事の決定について前田事務局長

より報告が行われました。懇談会には多数の方にご出

席いただき、参加者皆様方の交流の場として積極的な

情報交換が行われました。

定時総会開催報告
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公益社団法人鹿児島県貿易協会では、鹿児島県の委託を受け、川内港・志布志港及び鹿児島空港を利用

した食品輸出の促進を目的とする「食品輸出促進実証モデル事業」を実施します。

この事業は、川内港・志布志港及び鹿児島空港を利用し、本県で収穫､生産又は製造された食品衛生法

第 4 条に規定する食品及び花きを輸出する荷主（輸出者）に交付するものとし､川内港､志布志港からの

輸出に対する助成は､製造者又は生産者が異なる食品が混載されているコンテナを輸出する輸出者に対

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（下記参照）より申請書等をダウンロードし、事務

局までお申込ください。

http://www.kibc-jp.com/H25/model/2013exportmodel%20.html

【助成対象者】

①川内港､志布志港及び鹿児島空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。（川内港及び志布志港

利用者）

④毎年 4 月 1 日から翌年 2 月 28 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通関諸経費(通関料､税関検査料､通関業者取扱料等）

③船積諸経費（コンテナ詰め料､ドレージ料､ターミナルハンドリングチャージ等）

④海上運賃(バンカーサーチャージ等割増運賃を含む。) 
⑤航空運賃

⑥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)
⑦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) 
⑧貨物海上保険料､航空貨物保険料
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【助成金について】

・助成金の額は、輸出に係る経費の 2 分の１以内（小数点以下切り捨て）とし､助成金の額は別表に掲

げる金額を上限とする。

                               単位：円

項目 限度額

１川内港及び志布志港利用

①平成 22 年度以降､本制度を初めて利用する輸出者 500,000
②過去､本制度を利用したことのある輸出者 300,000

２鹿児島空港利用 100,000

・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（県庁９F 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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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

1
THAI JEWELRY
MANUFACTURER CO.,LTD.

http://www.thaijewelrymfr.com

Jewelry

2
SINSAPTAWEE EXPORT
CO.,LTD.

Fertilizer,
Substitute for Soil for Agriculture

3
THAI UNION FROZEN
PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD.

http://www.thaiuniongroup.com

Canned Tuna,Sardine, Mackerel,Canned Chicken

4 ROI-IN CO., LTD. http://www.roi-in.co.th

Wooden Furniture

5
THAI PREEDA INDUSTRY
CO.,LTD.

http://www.thai-sauce.com

Seaosning,
Thai Sauce:Oyster Sauce,
Chili Sauce,Fish Sauce,
Seasoning Sauce,
Soy Sauce etc.,

6
ASIA DRINK & ASIA FISHERY
INDUSTRY

http://www.ropeandnet.coom/

Fishing Net, Rope

7
THAI ATLAS GLOBAL FOOD
CO.,LTD.

http://www.tagf.co.th

PETbottled Green Tea,
Chrysanthemum,
Yoghurt,Roselle

8 VIVA HOME MADE LTD.,PART. http://www.vivahomemade.com

PRESERVED FRUITS,
JAM(ROSELLE,PAPAYA,ORANGE)

9 YOO LIM CO.,LTD. http://www.yoolimsilver.com

Silver Jewelry

10 T.K. Garment Co.,Ltd. http://www.tkgarment.co.th

T-shirt,Polo Shirt,Knits,
 Woven Garment,Baby wear,
Kid's wear,Men's wear,
Women's wear

タイ国からの輸出希望企業リスト（2013.5月分)
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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

タイ国からの輸出希望企業リスト（2013.5月分)

11 NAKORNTON RICE CO.,LTD. http://www.nakorntonrice.com

Rice

12 ELITE AUTO CO.,LTD. http://www.eliteautobike.com

Motorcycle

13
TRENDY INTER GRAND
CO.,LTD.

Leather Camera Bag

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
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 鹿児島税関支署　管内貿易概況（速報値）　平成２５年３月分 鹿児島税関支署 2013/04/22

2 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　２０１３．４　第３８巻第４号 光華書報雑誌社 2013/04/23

3 日本貿易会月報　２０１３．４　Ｎｏ．７１３ 一般社団法人日本貿易会 2013/04/23

4 ミャンマー　ガイドブック 株式会社プレジデント社 2013/04/25

5 日経ビジネス　２０１３．４．２９－５．６　合併号 日経BP社 2013/04/30

6 アジ研　ワールド・トレンド　２０１３．４　Ｎｏ．２１１ アジア経済研究所 2013/04/30

7
アジア新興国のビジネス環境比較　カンボジア、ラオス、ミャン
マー、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ編

日本貿易振興機構 2013/04/30

8 長野県海外進出企業名簿　２０１３
日本貿易振興機構（ジェトロ）長野貿易情報セン
ター

2013/05/01

9 商工金融　２０１３年４月号　第６３巻第４号 一般財団法人　商工総合研究所 2013/05/02

10 TSR情報　２０１３．５．２　Ｎｏ．２４３５ 株式会社東京商工リサーチ 2013/05/07

11 ＡＳＥＡＮ輸出企業リスト　２００８－２００９　食品編 国際機関日本アセアンセンター　貿易投資部 2013/05/07

12 ＡＳＥＡＮ輸出企業リスト　２００８－２０１２　ライフスタイル編 国際機関　日本アセアンセンター　貿易投資部 2013/05/07

13 徳島貿易ニュース　Ｎｏ．６２　２０１２年度　第４号 徳島県貿易協会　ジェトロ徳島貿易情報センター 2013/05/07

14 台湾情報誌　交流　２０１３年４月　ｖｏｌ．８６５ 公益財団法人　交流協会 2013/05/07

15 月刊　グローバル経営　２０１３．５ 一般社団法人　日本在外企業協会（日外協） 2013/05/07

16 TSR情報　２０１３．５．９　Ｎｏ．２４３６ 株式会社東京商工リサーチ 2013/05/10

17 日経ビジネス　２０１３．５．１３ 日経BP社 2013/05/13

18 途上国商品輸入ビジネス支援セミナー　ｖｏｌ．１　２０１２
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

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。

ライブラリー近着図書(H25.4.21～H25.5.20)
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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(H25.4.21～H25.5.20)

19 小口輸入１００問　２０１２
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

20 食品輸入の手引き　２０１２
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

21 商品別輸入販売法規ガイド　インテリア用品
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

22 輸入品の表示とマークＱ＆Ａ　２０１３
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

23 Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｆｏｏｄ　Ｉｍｐｏｒｔ
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

24 個人事業を始めるときは
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

25 小額取引の外貨決済
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

26 薬事法の対象となる品目の輸入・販売手続き
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2013/05/17

27 ジェトロセンサー　２０１３．６ 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2013/05/17

28
平成２４年度　インフラビジネス等展開支援人材育成事業　METI
グローバル人材育成インターンシップ派遣事業　長期派遣プロ
グラム　インターン生　成果事例報告

経済産業省、在団法人海外産業人材育成協会、
独立行政法人日本貿易振興機構

2013/05/17

29 中華民国　台湾投資通信　Ａｐｒｉｌ ２０１３　ｖｏｌ．２１２ 中華民国経済部投資業務処 2013/05/17

30 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　２０１３．５　第３８巻第５号 光華書報雑誌社 2013/05/20

31 日経ビジネス　２０１３．５．２０ 日経BP社 2013/05/20

32 ＫＥＲ経済情報　２０１３．５　Ｎｏ．２７８ 株式会社鹿児島経済研究所 2013/05/20
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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 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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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】：107 社（平成 25 年 6 月 1 日現在）

【役員】：会長 佐々木 浩

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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貿 易 相 談 の ご 案 内

(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。

○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～

※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。

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 與賀田　隆 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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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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