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海外ﾚﾎﾟｰﾄ

シンガポール

      鹿児島県フードプロモーション inシンガポール

      ～シンガポールへの県産品輸出促進を目指して～

一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)シンガポール事務所

      所長補佐 三原 好太郎

シンガポールに赴任し半年が経過しましたが、こちらでは日本製の商品を取り扱うショ

ップも多く、ほとんど不自由のない生活を送ることができています。中でも日本食は充実

しており、現在シンガポールには約 900 店の日本食レストランが存在するとも言われてい

ます。日本食レストランを訪れてみると日本人以外の方が多くを占める場合もあり、日本

で馴染みのある料理に舌鼓を打つ姿がよく見受けられます。

今回はシンガポールでも人気の日本食をはじめとする食品市場の現況とともに、10 月に

鹿児島県がシンガポールで実施したフードプロモーションについてレポートします。

１ シンガポールにおける食品市場の概要

シンガポールは、東京 23 区とほぼ同程度の国土面積 716k ㎡に、人口約 540 万人を有します。

１人当たりの名目 GDP は、日本の約 1.4 倍に当たる 54,000USD 以上となっており、2013 年の実

質 GDP 成長率は約３.９％と堅調な経済成長を続けています。

シンガポールにおける食品市場の特徴として、(1)輸出は容易だが、継続販売が難しい(新商

品の 2/3 は 3 年以内に撤退する、商品のライフサイクルが短い)、(2)他商品との差別化が必須、

(3)周辺国へのショーケースの役割を有することなどが挙げられます。日本からシンガポールへ

の農林水産物輸出額(2013 年)は、164 億円（世界第８位、対前年比+13.1%）となっており、品

目別ではアルコール飲料や調味料や菓子等の加工食品、小麦粉、緑茶、牛肉が上位を占めてい

ます。

また、シンガポールの食文化、嗜好や特徴ですが、共働きの世帯が多く外食中心の文化で、1

日３食が外食という人も少なくありません。衣食住の中で食にかける比重が大きいのも特徴で、

食費への支出は約 22%と言われています。味付けとしては、味の濃いもの、スパイシーなもの、

甘いものが好まれ、塩辛い、薄味、酸っぱいものは苦手とされています。また、日本産には安

心、安全、健康といったイメージを持つ人も多く、日本食人気が高まっています。

シンガポールで販路開拓を図るためには、こうした現地の特徴や嗜好を適切に把握し、市場

のニーズにあった商品開発や販売戦略が必要となります。
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２ シンガポールと交流続く鹿児島県

鹿児島県とシンガポールは、1982 年から 30 年以上にわたり、鹿児島・シンガポール交

流会議を 2 年に１度開催してきました。今年１月には第 17 回の交流会議が鹿児島県で開催

され、経済交流や観光交流の促進、文化・芸術交流や青少年交流を実施することについて

合意がなされ、今後も継続して各種交流を実施していくこととしています。

このような中、鹿児島県はアジアのハブとしても機能するシンガポールへ、鹿児島県が

誇る高品質な農畜水産物・食品の輸出促進を図るため、1０月１４日から１８日にかけ、県

産品をアピールするフードプロモーションを実施しました。期間中、日本食の総合見本市

「Oishii JAPAN 2014」への出展のほか、著名な飲食店を活用したプロモーション、現地小

売店でのかごしまフェア等を一体的に行い、現地に向けて県産品の魅力を PR しました。

３ Oishii JAPAN 2014 への出展

「Oishii JAPAN 2014」は今年で第３回

目を迎える日本食の総合見本市です。

今回は日本全国から 266 社・団体が出

展し、ASEAN 各国から 10,110 名の過

去最大の来場者数を記録しました。

今回鹿児島県からは、14 社・３団

体が出展し、シンガポールをはじめと

する ASEAN 諸国の流通関係者との商

談や情報収集を行うとともに、県産品

の PR を行いました。ブースでは、鹿児

島県の福田農政部長をはじめとするかごしま PR 隊により、鹿児島県の特産品であ

る鹿児島和牛、かごしま黒豚、さつまいも、茶、ブリ、カンパチ、かつお節、焼酎

といった多彩な食材、食品がＰＲされ、多くの商談が行われました。

また期間中には、日本の和食文化の基礎である出汁取りを紹介する「出汁ライブ」

も行われ、鹿児島県産かつお節の説明のほか、出汁の取り方実演、出汁の試飲が行

われ、現地のバイヤーへ出汁の認知度向上を図りました。

４ 著名レストランでのイベント開催

今回のプロモーションでは、鹿児島県産品の認知度向上と輸出促進を図るため、レスト

ランを活用したイベントも行われました。

10 月 16 日、インターコンチネンタルホテル内にある日本料理店「竹葉亭」にて、「鹿児

島の美食を楽しむ会」が開催されました。当日はシンガポール政府関係、現地流通・旅行

業関係、在シンガポール日系関係の方々など約５０名が参加、鹿児島県の鹿児島和牛、か

ごしま黒豚、カンパチなど特産品をふんだんに使用した料理を堪能されました。

Oishii JAPAN 2014 会場にて県産品を PR！

-2-



冒頭では、鹿児島県の福田農政部長から「シンガポールと鹿児島県は 30 年以上にわたり

交流会議を開催し、経済・観光・文化・青少年交流を積み重ねてきた。今回のフードプロ

モーションを機会に、シンガポールをはじめとする東南アジア各国に鹿児島の魅力を発信

していきたい」と述べられ、また、シンガポール政府首相府国務大臣兼文化社会青少年国

務大臣のサム・タン氏からも「交流会議等を通じて鹿児島県には複数回訪れた。鹿児島県

の魅力ある産品の PR を手助けできれば」とご挨拶いただき、華やかに開会されました。

食事会では、鹿児島県の著名なシェフと竹葉亭料理長が共同で開発した特別メニューが

提供されたほか、かごしま黒豚や鹿児島和牛、カンパチ、かつお節、さつまいも、みかん、

茶、焼酎などの特産品を活用した数々の料理が振舞われました。

また、竹葉亭では 10 月 16 日から 11 月 16 日にかけて、鹿児島県産の素材を活用した料

理を通じて、シンガポールの方々へ県産品の魅力が発信することを目的に、鹿児島フェア

が開催されることから、鹿児島県食材を活用し料理提供する「鹿児島県農水産物推奨レス

トラン」として認定状が交付されました。

５ 販売指定店を通じた県産品 PR を

鹿児島県では、「KAGOSHIMA WAGYU」（鹿児島和牛）及び「KAGOSHIMA KUROBUTA」（かごし

ま黒豚）の海外での知名度向上と販路拡大を目的に、海外での「販売指定店制度」を設け、

取扱量等の基準を満たした販売店や料理店を販売指定店として指定しています。

サム・タン首相府国務大臣兼文化社会青少年国務大臣を

はじめとするレストランフェア関係者

当日は鹿児島県産食材を使用した料理が

振る舞われました

販売指定店に指定された店舗に対し、鹿児島県から販売指定証が交付されました
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シンガポールでは、KAGOSHIMA WAGYU 販売指定店として、マリーナベイサンズ内の高級

レストラン「Sky On 57」が指定されるなど、現在それぞれ 7 店が販売指定店に指定されて

います。今回は新たに KAGOSHIMA WAGYU 販売指定店に指定された「SMOKE HOUSE」、また、

KAGOSHIMA KUROBUTA 販売指定店に指定された「竹葉亭」、「Isetan Singapore」に対し販売

指定証が交付されました。今後、シンガポールにおいて「KAGOSHIMA WAGYU」及び「KAGOSHIMA 

KUROBUTA」の販路拡大が期待されます。

６ 現地小売店で「かごしまフェア」を開催！

10 月 16 日から 19 日の４日間、KAGOSHIMA KUROBUTA

販売指定店にも指定された Giant Hyper の３店舗で、

かごしまフェアが実施されました。店頭には、かごし

ま黒豚のほか、水産加工品や安納いもなど県産品が多

数並べられました。

フェア中は、ブリの解体ショーに加え、刺身やカル

パッチョなどの料理方法を実演しながらの宣伝・紹介

が行われました。現地消費者との会話や交流を通じた

丁寧な売り込みにより、目の前でカットされた新鮮な

刺身を試食し、商品を手に取られるお客様も多く見ら

れました。

７ 今後のシンガポールでのプロモーションに向けて

シンガポールには、多くの日本食や日本産食材が流通、販売されるようになってきまし

た。その中で、現地でのブランド定着化を図るためには、効果的なプロモーションを継続

して行っていくことが重要となります。例えば、日本の食材をそのまま持ってくるのでは

なく現地に合わせた商品のコーディネートや、業務向けの食品販売や商品開発、現地の小

売店や輸入業者との連携などがポイントになってきます。

また活動支援を実施する中で、現地量販店や現地輸入業者からお話を伺う機会がありま

した。その中で印象に残っていることは、シンガポール人は現地の日本食料理店や訪日旅

行などで日本食を口にする機会が多くなってきており、「かつお節」や「さば節」等の出汁

の感覚が分かる人が増えているということでした。今後も、現地に合わせた日本の食材や

料理の提案により、本物の素材を使った、本物の日本食への需要が徐々に増えていくこと

が期待されます。

                      

[参考資料]

JETRO「農林水産物・食品国別マーケティング基礎情報」

農林水産省「平成 25 年農林水産物等輸出実績（国・地域別）」

お客様の目の前で料理方法を実演 PR！

思わず、商品に手が伸びます。
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CLAIR シンガポール事務所「シンガポールにおける日本食市場の現況」

このコーナーでは，海外派遣職員の方々の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。

【（一財）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

ジェトロ 農林水産・食品事業課（担当：宇野、長谷川）

TEL：03-3582-5546　FAX：03-3582-7378

E-mail：afb-antad@jetro.go.jp

TEL：095-823-7704　FAX：095-828-0037

ジェトロ長崎貿易情報センター(上田、岩﨑）

「貿易実務講座(初級編)」のご案内

お問い合わせ

「Expo ANTAD 2015」ジャパン・パビリオンのご案内

お問い合わせ

メキシコ最大級の総合食品見本市「ExpoANTAD 2015」にジェトロ ジャパン・パビリオンが
設置されます。 メキシコ市場のみならず、中南米市場への新規参入・販路拡大をめざすには
効果的な見本市ですので、是非、ジャパン・パビリオンへの出品をご検討下さい。

【開催概要】
会 期：2015年3月18日（水）～20日（金）
開催地：メキシコ・グアダラハラ市
会 場：Expo Guadalajara 
主 催：Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
ジェトロ募集企業数 ：8社・団体程度（1小間あたり約6～7平米（予定））
出品料：無料
出品内容：メキシコで販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工品、

および日本国内で生産された他国産原料を使用した加工品。
※制度上、日本からメキシコへ輸出可能なものに限ります。

詳細は下記をご参照ください。
http://www.jetro.go.jp/events/item/20141014143/annai.pdf

申込締切：11月12日（水）※応募書類必着
申込書は下記よりダウンロードください。
http://www.jetro.go.jp/events/item/20141014143/

貿易実務の基礎について、具体的事例を交えながら分かり易く解説を行う講座が佐世保市にて

開催されます。これからの貿易の参入に備えて基礎知識を学びたい方、あらためて貿易の基礎を

確認したい方などには最適な内容となっておりますのでこの機会にご参加ください。

【開催概要】

日時：平成26年11月17日(月）～18日(火）9:30～16:30

場所：佐世保商工会議所3階会議室

講師：法嶋 由昭氏

定員：30名(先着順）

受講料：各主催団体の会員[無料]

一般[2,000円](2日分、資料台含む）

主催：(公財）日本関税協会長崎支部、ｼﾞｪﾄﾛ長崎貿易情報ｾﾝﾀｰ、長崎港活性化ｾﾝﾀ-

(一社)長崎県貿易協会、佐世保商工会議所、佐世保港貿易振興協会

共催：佐世保市

お申込は下記をご参照ください。

http://www.kanzei.or.jp/nagasaki/nagasaki_files/pdfs/shibuho/mp/mp339.pdf
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ジェトロ・サービス産業課（担当：山本、黄、吉田）

 E-mail：cie@jetro.go.jp

Tel：092-741-8783　Fax：092-714-0709

 E-mail：fuk@jetro.go.jp

ジェトロ福岡（担当：原口、笠原）

Information

Tel：03-3582-5238　Fax：03-5572-7044

「サービス産業海外進出支援」ミッション参加者募集のご案内

カリフォルニア州を代表する商業都市サンフランシスコは、米国における衣・食・住の流行

発信地であり、米国市場開拓をめざすサービス産業の企業にとって「テスト・マーケティング」

を行うのにふさわしい場所です。一方、ロサンゼルスは、ハイエンドからボリュームゾーンまで

幅広い需要が見込め、わが国サービスの潜在需要もある、世界でも類を見ない市場です。 北米

における店舗開店・法人設立をご検討中、またはご検討予定の皆様、是非、ご参加下さい。

【ミッション概要】

日時：2015年1月29日（木）～2月3日（火）5泊6日

訪問都市：米国・サンフランシスコ、ロサンゼルス

＜形式＞ 現地集合・現地解散

＜添乗員＞ 1人（日本人）

主催：ジェトロ

参加費：10月下旬頃確定（ジェトロ・メンバーズの皆様は10％割引）

定員：35名（最小催行人数10名）

申込締切：12月5日（金）

詳細は下記をご覧ください。

http://www.jetro.go.jp/events/item/20141010306/

お問い合わせ

お問い合わせ

食品輸出マーケティング・スクール参加者募集のご案内

食品輸出に係るマーケティングの基本的な考え方と具体的事例、市場調査手法、ブラン

ディングの基本等を解説するとともに、ワークショップを通じて輸出戦略の立案方法を学ぶ

「スクール」が2日間開催されます。食品輸出に取り組んできたものの想定通りに成果が出な

い、或いは食品輸出に取り組みたいがどの国へどう売り込むべきか輸出戦略が描けないという

皆様はこの機会にご参加下さい。

【開催概要】

日時：11月11日（火）10時00分～17時25分

11月12日（水） 9時00分～17時50分

場所：リファレンス駅東ビル貸会議（福岡市博多区博多駅東1丁目16-1）

＜1日目：マーケティングの基礎・実践を学ぶ＞ 11月11日（火）

＜2日目：実務的なマーケティング、情報取得を学ぶ＞ 11月12日（水）

参加費：無料

定員：50名（先着順）

申込締切：11月10日（月）12：00 

＜参加条件＞

・スクールは2日間連続した内容になりますので、なるべく両日ご参加ください。

・定員を超過した場合は食品輸出に取り組む生産者様、事業者様を優先します。

詳細は下記をご覧ください。

http://www.jetro.go.jp/events/item/20140919516/
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E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

TEL：092-452-0707　

Information

台湾貿易センター東京事務所

(公社)福岡貿易会　柴田(しばた)

Email:info@fukuoka-fta.or.jp

TEL：03-3514-4700　FAX：03-3514-4707お問い合わせ

お問い合わせ

『貿易実務講座(実践編)』ご案内

初日は座学で貿易取引の実務を確認し、２日目午後には、通関や代金回収に関する書類を作成
する等、ロールプレイワークで、実際の業務の模擬体験となります。この機会にぜひご利用くだ
さい。

【開催概要】
日時：11月20日(木)･21日(金)9:30～16:30
会場：福岡商工会議所 4階 404-405会議室(福岡市博多区博多駅前2-9-28)
講師：(株)アースリンク 代表取締役･貿易アドバイザー 曽我 しのぶ氏
内容：【1日目】貿易取引の流れ、取引条件1「インコタームズ」、

取引条件2「貿易運送」、取引条件3「貨物海上保険」、
取引条件4「代金決済手段」

【2日目】輸出の実務、輸入の実務、ロールプレイ(送金準備)
受講料：福岡貿易会・福岡商工会議所会員:6,000円、一般:12,000円
定員：50名(福岡貿易会・福岡商工会議所会員優先の先着順にて受付)
締切：11月17日(月)

お申込み・詳細は下記をご覧ください。
http://fukuoka-fta.or.jp/seminar_detail.php?content_id=397

来年の旧正月（2015年は2月19日が旧暦元日）直前に開催されるこの展示会は、即売が可能な
展示会であり、台湾の正月用品市場に直接商品を売り込める絶好の場です。昨年は300社、550
小間が出展、入場者数は延べ38万人に達し、大盛況でした。日本語で対応可能な指定の業者が
出展に必要な手続きを全てフォローします。ふるってお申込み下さい。

【開催概要】
日時：2015年2月4日（水）～8日（日） 10：00～20：00

（6日と7日は21：00まで、最終日は18：00まで）
会場：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：中華民国対外貿易発展協会（日本での名称は台湾貿易センター、TAITRA）
後援：経済部、行政院農業委員会、行政院客家委員会等
出展品目：旧暦の新年を祝う商品（日用雑貨、農産品、酒類、コーヒー、茶葉、飲料、肉類及び

乳製品、スナック菓子、有機食品、水産食品、冷凍調食品等）
新たな一年を迎えるための生活用品（衣料、靴、家電、雑貨等）
年賀の挨拶に持参する手土産（名物、地方特産品、クリエイティブな土産等）

詳細は下記をご覧ください。
公式サイト：http://www.twtcshopfair.com.tw/

2015台湾国際新年用品展示販売会出展のご案内
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E-mail：fuk@jetro.go.jp.

TEL：092-741-8783　FAX：092-714-0709

ジェトロ福岡（担当：原口、笠原）

Information

一般財団法人日中経済協会　企画調査部（金子、李）

TEL：03-5511-2513/FAX：03-5511-2519
お問い合わせ

お問い合わせ

中国ビジネスソリューション（法務）セミナーのご案内

食品輸出マーケティング・スクール参加者募集のご案内

～紛争とその対応～消費者紛争・契約紛争を中心に～

本セミナーは、中国ビジネス展開を進めておられる企業の皆様を対象に、攻めの投資・知財活用、

守りのトラブル・コンプライアンス対応および事業再編・撤退などを含む一連のビジネス課題に対

し確実なアドバイスやソリューションの提供を目指すものです。

【概要】

日時：11月21日（金）14:00～17:00

講師：石本茂彦 森・濱田松本法律事務所弁護士

内容：1.中国における紛争解決～交渉、裁判、仲裁、執行

2.消費者との紛争

3.契約に関わる紛争

場所：一般財団法人日中経済協会 会議室

費用：賛助会員企業20,000円／回、一般企業30,000円／回

※テキスト・書籍代含む、すべて消費税込み

締切：定員に達し次第、締め切り。

申込サイト：https://jcpage.jp/jcevent/op/109

ジェトロ福岡では、食品輸出に係るマーケティングの基本的な考え方と具体的事例、市場調査

手法、ブランディングの基本等を解説するとともに、ワークショップを通じて輸出戦略の立案方

法を学習する「スクール」を、2日間コースで開催します。

食品輸出に取り組んできたものの想定通りに成果が出ない、或いは食品輸出に取り組みたいが

どの国へどう売り込むべきか輸出戦略が描けないという皆様、是非、本セミナーにご参加下さい。

【開催概要】

日時：11月11日（火）10：00～17：25 

11月12日（水） 9：00～17：50 

場所：リファレンス駅東ビル貸会議室他のサイトへ 2階

（福岡市博多区博多駅東1丁目16-1）

プログラム

＜1日目：マーケティングの基礎・実践を学ぶ＞ 11月11日（火）

＜2日目：実務的なマーケティング、情報取得を学ぶ＞ 11月12日（水）

講師：公益財団法人 流通経済研究所 主任研究員 神谷 渉 氏

鶴味噌醸造株式会社 営業部長 前原 修 氏

有限会社石橋屋 代表取締役 石橋 渉 氏

ジェトロ福岡 食品担当アドバイザー 霍見 憲治

参加費：無料

定員：50名（先着順）
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12月4日（木）～12
月6日（土）
東京ビッグサイト

◇SPORTEC2014（スポルテック）【スポーツ、
フィットネス、ヘルスケア】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SPORTEC2014_42185

12月10日（水）～
12月12日（金）
パシフィコ横浜

◇マイクロウェーブ展 2014【通信、コン
ピュータ、電子、精密・測定機器】

12月11日（木）～
12月13日（土）
東京ビッグサイト

◇エコプロダクツ2014［第16回］【環境、リサ
イクリング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EcoProducts_44543

11月19日（水）～
11月21日（金）東
京ビッグサイト

◇産業交流展2014【情報処理、環境、医療・
病院用機器、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TIIE2014_43048

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MWE2014_42089

11月19日（水）～
11月21日（金）パ
シフィコ横浜

◇Embedded Technology 2014／組込み総
合技術展【情報処理、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ET2014_42075

11月20日（木）～
11月22日（土）東
京ビッグサイト

◇オーガニックEXPO 2014 - together with
BIOFACH JAPAN
【食・飲料、食品加工、農林水産業、家庭用
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BIOFachJapan_43272

12月3日（水）～12
月5日（金）
東京ビッグサイト

◇セミコン・ジャパン 2014【製造・生産技術、
先端技術、電子・電気】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SEMICONJapan_42892

12月3日（水）～12
月5日（金）
パシフィコ横浜

◇国際画像機器展 2014【通信、情報処理、
コンピュータ、電子】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ITE2014_44547

11月26日（水）～
11月28日（金）東
京ビッグサイト

◇IFFT/インテリア ライフスタイル リビング
【家具・インテリア用品、家庭用品、食卓用
品、陶磁器等】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFFTInteriorLifestyle_42507

11月26日（水）～
11月28日（金）東
京ビッグサイト

◇国際粉体工業展東京2014 POWTEX
TOKYO 2014
【精密・測定・試験機器、産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/POWTEXTOKYO_41085

見本市情報

～国内開催見本市～

-10-



1月11日（日）～1
月14日（水）
ブラジル / サンパ
ウロ

◇COUROMODA 2015 - 42nd International
Shoe, Leather Goods and
　Accessories Fair【皮革、靴】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/COUROMODA_42108

12月2日（火）～12
月4日（木）フラン
ス / トゥールーズ

◇Aeromart Toulouse 2014【航空・宇宙関連
機器、設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AeromartToulouse_43585

見本市名 URL開催期間

12月2日（火）～12
月4日（木）インド /
ムンバイ

◇CPhI India 2014【医薬品、製薬・製剤、薬
学】

12月2日（火）～12
月4日（木）ドイツ /
デュッセルドルフ

◇Valve World Expo - 9th Biennial Valve
Wold Conference & Exhibition
【化学、素材類、産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ValveWorld_43974

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPhIIndia_44016

1月10日（土）～1
月13日（火）
アラブ首長国連邦
/ ドバイ

◇arabplast 2015 - 12th Arab
International Plastics & Rubber Industry
　Trade Show and Conference【ゴム、プ
ラスチック、金属製品、金型】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/arabplast2015_43136

1月10日（土）～1
月18日（日）
カナダ / トロント

◇Toronto International Boat Show
【ボート、ボート用品、各種小型船舶】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TorontoInternational_44462

12月3日（水）～12
月5日（金）中国 /
広州

◇The 19th China International Exhibition for
Coatings, Printing Inks
　and Adhesives (CHINACOAT2014)【製造・
生産技術、先端技術、新素材】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CHINACOAT2014_42106

1月7日（水）～1月
9日（金）
ドイツ / デュッセ
ルドルフ

◇PSI 2015【広告、マーケティング、販促用
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PSI2015_43711

1月6日（火）～1月
9日（金）
米国 / ラスベガス

◇2015 International CES【電気、電子、コン
ピュータ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/InternationalCES_21214

12月4日（木）～12
月7日（日）トルコ /
イスタンブール

◇24th International Istanbul Plastic
Industry Fair
【プラスチック、素材類、化学、製造・生産技
術、圧力機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PlastEurasia_42792

～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

ADP GROUP (THAILAND)
CO.,LTD.

http://www.eaglesthai.com Packed Steamed Jasmine Rice/Brown Jasmine Rice

2

ADVANTAGE CO.,LTD. http://www.advantage.co.th Quality Inspection Services

3

AVON LACE LTD.,PART. http://www.avonlace.com Embroidery, Lace

4

Bangkok (CTV) Intertrade Co.,Ltd Textile Products(Bag, Pouch)

5

Bannfaimudyom Co.,Ltd. Apparel Products(Hand-dyed)

6

Better Arts Group Co.,Ltd. http://www.5ivesis.com Puter Products(Tableware,Gift,Small Items)

7

C.P. INTERTRADE CO.,LTD. Snack, Beverage

8

Dao Handicraft Co.,Ltd. http://www.facebook.com/dao.hand Hand-woven Handbag

9

Dhanu Art and Design Jewelry

10

Gemax Intertrade Co.,Ltd. http://www.gemax-gem.com Jewelry,Clotes,Gift
Premium Goods

11

GOLDEN SEA FROZEN FOODS
CO.,LTD.

http://www.goldenseafrozenfoods.com Seafood

12

GRAND ASIA FOOD INDUSTRY
CO., LTD.

http://www.grandasiafoods.com Young Coconut Water

13

HARN PRODUCTS CO.,LTD. http://www.harnn.com Aromatic Candle,
Diffuser,etc.,

14

Kwanmui Co.,Ltd. Cosmetic

15

LUK TAN THONG Coconut Meat in Honey Sirup

16

MAKA DESIGN http://www.maka4u.com Handbag(Leather, Fabric)

タイ国からの輸出希望企業リスト（2014.9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（2014.9月分)

17

NATURE CORNERS CO.,LTD. http://www.naturecorners.co.th Outdoor Furniture

18

NEXT PRECISION  CO.,LTD. Herb & Spices

19

Ring Co.,Ltd. http://www.eleganza-co.com Leather Handbag

20

ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Jewelry(gold,silver,
fashion,body,crystal)

21

SAKURA PRODUCTS
(THAILAND) CO.,LTD.

http://www.sakura.in.th Stationery(File,Holder
,Clip Board,Notebook)

22

Siamrak Co.,Ltd. http://www.siamrak.co.th Pot-Pourri,
Aroma Diffuser

23

SIRI FINE FOODS CO.,LTD. http://www.aroonsawat.com Canned Cooked Rice
(Jasmine,Organic,Black)

24

THAI STATIONERIES & OFFICE
SUPPLIES ASS.

http://www.stationerythai.com/ Stationery

25

Thai Vanda Orchids Co.,Ltd. http://www.facebook.com/thaivanidaorchid
page

Vanda Orchid

26

Thainamchoke Hat made of Natural Material of Plant Origin

27

TICHAA http://www.tichaa.com Organic Herbal
 Infusion, Tisane

28

Vanilla Vavia Co.,Ltd http://www.vavia.co.th Bags made of Textile or
Genuine Leather

29

Vassachol http://www.vassachol.net Plastic Hand-Woven 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 日経ビジネス　No.1758 日経BP社 2014/09/22

2 日本貿易会月報　No.728 JFTC 2014/9/22

4 TSR情報　No.2507 東京商工リサーチ 2014/09/25

5 台湾情報誌　交流　vol.882 公益財団法人　交流協会 2014/09/25

6 日経ビジネス　No.1759 日経BP社 2014/09/26

7 Taiwan Panorama 9月号 台湾光華雑誌 2014/09/29

8 TSR情報　No.2508 東京商工リサーチ 2014/10/02

9 商工金融金融　2014/9月号 商工総合研究所 2014/10/02

10 高知県の貿易 JETRO高知 2014/10/02

11 AFCフォーラム　9月号
日本政策金融公庫　農林水産事業
本部

2014/10/03

12 日経ビジネス　No.1760 日経BP社 2014/10/03

13 トルコの投資環境 株式会社国際協力銀行 2014/10/06

14 月刊　グローバル経営　No.382 一般社団法人　日本在外企業協会 2014/10/07

15 TSR情報　No.2509 東京商工リサーチ 2014/10/09

16 日経ビジネス　No.1761 日経BP社 2014/10/10

17 ジェトロセンサー　11月号 日本貿易振興機構 2014/10/10

18 TSR情報　No.2510 東京商工リサーチ 2014/10/16

19 日経ビジネス　No.1762 日経BP社 2014/10/17

20 KER10月号　経済情報 株式会社　鹿児島経済研究所 2014/10/17

21
東京ビッグサイト　イベントカレンダー
2014.10 - 2015.9

東京ビッグサイト 2014/10/17

22 アジ研　ワールド・トレンド　11月号 アジア経済研究所 2014/10/20

23 財界九州　10月号 財界九州社 2014/10/20

ライブラリー近着図書(H26.9.21～H26.10.20)

※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。

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。掲載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
　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！
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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!! ＊＊＊

２航路週３便就航

１．国際定期コンテナ航路について

現在、薩摩川内港には、OOCL による国際戦略港湾（神戸）と結ぶ国際フィーダー航路、

興亜海運株式会社（日本総代理店・三栄海運株式会社）による韓国（釜山）航路の２航路

週３便の国際コンテナ航路が開設されており、安定したサービスを提供しております。（神

原汽船株式会社による中国（上海航路）については現在休止中です。）

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 26 年 11 月現在＞

【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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－外国貿易コンテナ－

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６便），中国航路（週３便）の計４航路週１１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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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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鹿児島県貿易協会新規入会会員の募集

当協会では、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】：108 社（平成 26 年 4 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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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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