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Information

 ベトナム大使館商務部　担当： Mr. Ta Duc Minh

Tel: 03-3466-3315    Fax: 03-3466-3360

Email: jp@moit.gov.vn

TEL：03-5371-6909 FAX：03-5371-6970

矢野経済研究所　営業推進グループ

第23回 日韓中小企業商談会のご案内

お問い合わせ

ベトナム-日本 経済及び貿易協力セミナー及びビジネスマッチングのご案内

お問い合わせ

ベトナム・日本間の経済及び貿易協力を促進する目的とした駐日ベトナム大使館及びベトナム
貿易促進局主催の「ベトナム―日本 経済貿易協力セミナー及びビジネスマッチング」が開催さ
れます。
ベトナム貿易促進局所属の団体は裾野産業、メカニカル製品、プラスチック製品、鉄鋼製品，

調理用製品、機械設備部品、農産物、繊維製品、手芸品、日常生活用品など多様な業種にわたり、
多くのベトナム企業家よりPRをさせていただきます。
新たなビジネス機会発掘の場としてご利用下さい。

【開催概要】
日時：6月27日（金） 9時15分～12時45分 （受付は8時45分より）
会場：日本アセアンセンター
主催：駐日ベトナム大使館、ベトナム貿易促進局
後援：国際機関日本アセアンセンター
参加人員予定：日本側参加者 先着100名様

ベトナム企業側 21社（予定）
申し込み：6月23日(金）まで
参加費：無料

日韓両国における中小企業のビジネス交流の活性化、さらに両国間の経済連携強化を促進、新た

な補完関係の構築など、ビジネスマッチングの場を提供することを目的とした商談会が下記のとお

り開催されます。 新たなビジネスチャンスとしてご活用ください。

※参加日本企業の情報をもとに、該当分野の約100社超の韓国企業を募集致しますので、ご要望に

沿った企業の発掘が可能です。

【開催概要】

日時：10月1日（水）10時30分～17時30分（予定）

場所：韓国 ロッテホテルソウル 2Ｆ Crystal BallRoom  

主催：（一財）日韓産業技術協力財団、（財）韓日産業・技術協力財団

後援：経済産業省（予定）、産業通商資源部（韓国）

対象産業分野：産業機械、電気・電子、自動車部品、金型製造、IT関連などの各分野

定員：韓国からの調達・韓国への輸出を希望する日本企業約20社

商談内容：日韓相互の販路拡大、生産委託、技術供与、企業進出、製品・商品の共同開発など

募集締切日：6月20日（金）

※お申込み多数の場合は、ご記入頂いた書類をもとに、主催財団の審査を経て、正式な参加となり

ますので予めご了承下さい。 参加費：無料（通訳もつきますのでご安心下さい）

宿泊費：1社につき1名分の宿泊費（ロッテホテル2泊分）を主催財団が負担いたします。
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国立大学法人鹿児島大学産学官連携推進センター　知的財産部門

E-mail：tizai@gm.kagoshima-u.ac.jp

TEL：03-3514-4700／FAX：03-3514-4707

E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

台湾貿易センター東京事務所

Information

TEL：099-285-3881　FAX：099-285-3886

「平成26年度第1回知財セミナー」開催のご案内

鹿児島大学において、『「パテント強国アメリカ 秘密の知財戦略」～知財を活かすための日本
の課題～』の演題で知財セミナーが開催されます。

今回のセミナーでは、米国で弁護士として活躍中であり、日米知財問題の権威として知られてい
るヘンリー幸田氏を講師に迎え、知財に関するグローバルな話を聞ける貴重な機会です。この機会
にご参加ください。

【開催概要】
日時：6月20日(金)15:00～17:00
場所：鹿児島大学 理系先端研究棟2階 理学部大会議室

(鹿児島市郡元1-21-24)
演題：「パテント強国アメリカ 秘密の知財戦略」

～知財を活かすための日本の課題～
講師：ヘンリー幸田 氏（米国弁護士）
参加費：無料
詳細：http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp

お問い合わせ

お問い合わせ

【国際物流セミナー】ベトナムの貿易事情のご案内

台湾の中部都市・台中市で、お茶とコーヒーをテーマとした専門見本市が開催されます。

「2014大台中優良食品見本市」「2014台中ベーカリー及び設備見本市」も同時開催。昨年は124

社が195ブースを出し、４日間の入場者数は合計17,334人となりました。

台湾茶の輸入をご検討の方、新たなサプライヤーを探したい方、グルメ、ベーカリー産業にご

関心のある方など、ビジネスチャンス獲得のために当見本市をご活用ください。

【開催概要】

日時：7月18日(金)～21日（月） 10:00～18:00 

主催：中華民国対外貿易発展協会(TAITRA：当センター台北本部)、展昭国際企業股份有限公司

品目：台湾茶、製茶、茶加工品、ティーセット、製茶設備、コーヒー、コーヒー加工品、菓子

コーヒー製造設備等

URL：http://www.tcfb.com.tw/

同時開催：「2014大台中優良食品見本市」「2014台中ベーカリー及び設備見本市」

優遇：（過去３年間の年商3000万円以上の企業が対象）

宿泊：最長４泊、7/17-7/21の間に限る。当センター指定ホテル。

上限1.5万台湾元（約4.5万円）以内で宿泊代、空港-宿泊ホテル間の送迎代にご利用

頂けます。

注意事項

＊上記優遇は１年に１回、１社１名様のみのご提供となります。

＊優遇のご提供につきましては当センター本部の審査がございますので予めご了承下さい。
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 mail: tokyo@taitra.gr.jp

TEL：03-3514-4700　　FAX:03-3514-4707　

Information

台湾貿易センター　東京事務所（担当：篠田）

台湾貿易センター東京事務所

E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

TEL：03-3514-4700お問い合わせ

お問い合わせ

平成26年度「機械輸出実務基礎講座」のご案内

昨年は、台湾食品産業の成長を反映し、大成功を納めた台北国際食品見本市。
第24回目を迎える今年も二会場を設置し、調達商談大会や、セミナーなども盛大に開催致しま

す。

【開催概要】
日時：6月25日（水）～28日（土）9：00～17：00
会場：台北世界貿易センター南港展示ホール
主催：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)
出展品目：生鮮青果、農産物加工品、家禽製品、シーフード、食肉と食肉加工品、食用油、乳製
品、健康食品、冷凍食品、缶詰類、焼き菓子、ビスケット、ワイン・アルコール飲料、コー
ヒー・紅茶、ジュース・清涼飲料、アイスークリーム、調味料及び菓子類
規模：2013年実績：出展：997社、2,041ブース 来場者：65,123人（内海外：5,688人）
事前参観登録申込締切：6月19日（木）
当見本市は入場時に混雑が予想されますため、下記より事前参観登録をお勧め致します。
→ http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html

※ホームページより事前登録頂きましたバイヤー様には特典がありますので詳しくは下記をご参
照ください。http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=3743&lang=ja_JP

【開催概要】
日時：7月18日(金）～7月21日（月）
場所：ミャンマーヤンゴン市 TATMADAW HALL(左写真 地図)
主催機関：台北世界貿易センター股份有限公司（TWTC）
後援機関：U.M.F.C.C.I
主要出展品目：自動車エンジン部品、シャーシ部品、車用電子部品
ブレーキシステム,etc.
詳細：http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=3369&lang=ja_JP

<出展概要>
必要書類：出展申込表、保証金入金明細コピー、会社登記コピー

出展用会社カタログ
支払期日：主催者側が申し込み表を受け取り後出展料金の50％をご請求。
ブース料金：（税抜）

ブース面積9㎡ USD 2,520 
スペースのみ（36㎡～） USD250/1㎡

ミャンマー自動車関連部品見本市出展と参観のご案内
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E-mail：ttcfkk＠thaitrade.jp

TEL：092-441-1114　FAX：092-411-1600

福岡商工会議所　会員組織・共済グループ　担当：松元

Information

タイ国政府貿易センター福岡事務所

TEL：092-751-6311　FAX：092-751-6522
お問い合わせ

お問い合わせ

第11回タイ物流フェア2014出展のご案内

【説明会】「安全保障貿易管理説明会」のご案内

タイ国政府商務省国際貿易振興局（DITP）主催で、物流産業の国際見本市、第11回タイ国際物流

フェア2014が開催されます。アセアンを中心としたタイ国内外から貿易関連サービスなどの業界関

係者がー同に集う本フェアでは、国際物流中心拠点として注目されるタイの物流・貿易関連サービ

スを一堂にご覧頂けます。本フェアはタイ国外からの出展を広く募集しております。

【開催概要】

開催日時：9月24日（水）～27日（土）商談日のみ 10：00～18：00

フェア会場：バンコク国際貿易展示場（BITEC）

主催：タイ国政府商務省国際貿易振興局(DITP)

共催：タイ国荷主協議会（TNSC）、有害物質物流協会（HASLA）

展示規模：9,600平方メートル

出展企業：タイ国内外より100社400ブース見込み（2013年実績：128社384ブース）

出展国：タイ、アセアン、韓国、日本、中国、インド（見込み）

来場者: 10,000人（見込み） （2013年実績：7,348人）

来場国：アセアン、南アジア、中国、日本、台湾、中近東、インド、米国、豪州、

EU他(見込み）

出展費用（日本からの出展の場合）：3ｘ3ｍ/ブース ロースペース 900USドル/ブース

*（9コマ以上の場合 750USドル/ブース）

「経済連携協定(EPA)」とは、国や地域同士で取り決めた主に輸出入や投資に関する協定のこと

で、平成26年4月現在、日本とEPAを締結している国・地域は、12カ国1地域となり、貿易自由化

の流れは今後ますます拡大する方向にあります。この協定を利用することで、通常より低い関税

率（EPA税率）の適用を享受できますが、関税の優遇を受けるには「特定原産地証明書」の取得、

提出が必要となります。今回のセミナーでは、新たに特定原産地証明書関連業務をご担当される

方や、今後、特定原産地証明書の取得をお考えの方々を対象に、基本的な考え方から実際の申請

手続きまでを分かりやすく説明いたします。奮ってご参加ください。

【開催概要】

開催日：7月11日（金）14：30～17：00 （受付開始：14：00～）

会場：福岡商工会議所 4階408会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

定員：50名（先着順、定員に達した場合のみご連絡いたします）

受講料：無料

締切り：7月4日（金）

《内容》

1.EPAと原産地規則の概要について

2.特定原産地証明書の申請手続きについて

3.質疑応答

講師：日本商工会議所 国際部 主査 天野 永 氏

対象：これから特定原産地証明書を利用する（利用を検討している）輸出者および生産者
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7月2日（水）～7月
4日（金）
ポートメッセなごや

◇難加工技術展2014【金属加工、製造・生
産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DMTS2014_41148

7月2日（水）～7月
5日（土）
東京ビッグサイト

◇第21回 東京国際ブックフェア【書籍、出
版】

7月9日（水）～7月
11日（金）
東京ビッグサイト

◇第25回 国際文具・紙製品展 -ISOT 2014-
【文房具、紙・紙製品、事務用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ISOT2014_41000

6月17日（火）～6
月18日（水）
東京ビッグサイト

◇リフォーム産業フェア2014【建築・建設、衛
生設備、給排水】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BARS2014_40901

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TIBF_41143

6月18日（水）～6
月19日（木）
福岡国際センター

◇九州エコフェア2014【環境、リサイクリン
グ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KyushuEco_40940

6月18日（水）～6
月20日（金）
東京ビッグサイト

◇スマートコミュニティ展【エネルギー】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SmartCommunity_41146

7月2日（水）～7月
3日（木）
東京都立産業貿
易センター

◇第21回 東京ファッショングッズトレード
ショー
【化粧品、美容関連用品、ギフト用品、販促
用品、玩具】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The21st_41096

7月2日（水）～7月
4日（金）
東京ビッグサイト

◇第27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、製薬・製剤、
薬学】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERPHEX_41001

6月18日（水）～6
月20日（金）
東京ビッグサイト

◇ベーカリー素材EXPO2014【食・飲料、食
品加工、店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BAKERYMATERIAL_40959

6月25日（水）～6
月27日（金）
東京ビッグサイト

◇第25回 設計・製造ソリューション展【製造・
生産技術、情報処理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DMS_39979

見本市情報

～国内開催見本市～
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8月15日（金）～8
月18日（月）
カンボジア / プノ
ンペン

◇Cambodia Int'l Textile & Garment Industry
Exhibition (CTG 2014)
【繊維・衣料（素材、製品、機器）】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CTG2014_41676

7月16日（水）～7
月18日（金）
中国 / 上海

◇ProPak China 2014 - The 20th
International Processing,
　Packaging and End-Line Printing Exhibition
【包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProPakChina_40482

見本市名 URL開催期間

7月16日（水）～7
月20日（日）
ドイツ / ミュンヘン

◇INTERFORST 2014 - 12th International
Trade Fair for Forestry and
　Forest Technology with Scientific
Conferences and Special Shows
【農林水産業】

7月22日（火）～7
月24日（木）
オーストラリア /
マッケイ

◇Queensland Mining & Engineering
Exhibition
【鉱業、マテハン機器、圧力機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/QME2014_37885

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERFORST2014_41736

8月12日（火）～8
月15日（金）
コロンビア / ボゴ
タ

◇Meditech 2014 - International Health
Fair【医療、医療技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MeditechColombia_41607

8月14日（木）～8
月18日（月）
中国 / 香港

◇25th HKTDC Food Expo 2014【食・飲料、
食品加工、食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FoodExpo_42809

7月25日（金）～7
月27日（日）
中国 / 昆明

◇China Drug Store Show【ヘルスケア、保
健産業、保健用品、フィットネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DSShow_42426

8月12日（火）～8
月14日（木）
ブラジル / リオ・
デ・ジャネイロ

◇Navalshore - Marintec South America
2014
（第11回造船・オフショア工業展）【造船】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Navalshore_41827

8月6日（水）～8月
10日（日）
南アフリカ共和国/
ヨハネスブルグ

◇Decorex Joburg【家具・インテリア用品】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DecorexJoburg_41408

7月30日（水）～8
月1日（金）
ドイツ / デュッセ
ルドルフ

◇GDS 2014 - global destination for shoes &
accessories【皮革、履物】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GDS_41942

～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
28 ENTERPRISES CO.,LTD. http://www.facebook.com/28Enterprise CAR ACCESSORIES

2
GREEN PRINT DEVELOPMENT
CO.,LTD.

http://www.facebook.com/kissplin Silk Shawls, Bags

3

INSIGHT AGENCY CO.,LTD. http://www.sarobangkok.com Lotus Tea

4

INTERNATIONAL
LABORATORIES CO.,LTD.

http://www.ilc-cosmetic.com Cosmetic

5
K MAS BUSINESS LTD.,PART. http://www.charcoalkmas.com/ Charcoal

6
MAXCYRUS (THAILAND)
CO.,LTD.

http://www.maxcyrusthailand.com Linear Motion System,
Machinery Parts

7

NAVDEEPAK CORPORATION
CO.,LTD.

http://www.navdeepakcorp.com Home furnishing,Fabric
(Sheets,Blanket,Towels),
Garment(Men,Ladies,Children),
Sanitary Products,
Cosmetic Products,
Pest Control Items

8

P&P IMAGINARY CO.,LTD. Bio-plastic Products,Jewelry,Ceramic Bowl,Wooden
Furniture

9

PACKAGE DISPLAY CO.,LTD.
(THAILAND)

http://www.packagedisplay.com Box,
display for Jewelry & Watch

10
PROGRESS THAI TRADING
CO.,LTD.

http://www.productfromthai.com Sterling Silver Jewelry

11
ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Jewelry(Gold,Silver,

Crystal,Fashion,
Body,Kids,Electroforming)

12
SAS RUBBER PRODUCTS
CO.,LTD.

http://www.latexdisposableglove.com Medical Disposable Glove

13

THE THAI OLYMPIC FIBRE-
CEMENT CO.,LTD.

http://www.sherasolution.com/en/trader/
contact-us/

FIBRE CEMENT PRODUCTS
(BOARD,ROOFING,PANEL)

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（2014.5月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1
中国市場開拓に挑む中小企業（２０１３年度）－中国バ
イヤーが求める日本製品とは－

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部　中国北
アジア課

2014/04/21

2 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　２０１４．４　第３９巻第４期 光華書報雑誌社 2014/04/21

3 日本貿易会月報　２０１４．４　Ｎｏ．７２４号 一般社団法人日本貿易会 2014/04/21

4
中国市場開拓に挑む中小企業（２０１３年度）－中国バ
イヤーが求める日本製品とは－

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部　中国北
アジア課

2014/04/21

5 そうしんビジネスレポート　Ｎｏ．２８　２０１４．１－３ 鹿児島相互信用金庫 2014/04/21

6 日経ビジネス　２０１４．４．２１　Ｎｏ．１７３８ 日経ＢＰ社 2014/04/21

7 報告書　第１２回　環黄海経済・技術交流会議
九州経済国際化推進機構、日本国経済産業局、
中華人民共和国商務部、大韓民国産業通商資源
部

2014/04/23

8 第２０回九州（日本）・韓国経済交流会議
九州経済国際化推進機構、九州経済産業局、一
般社団法人九州経済連合会

2014/04/23

9 アジ研　ワールド・トレンド　２０１４．５　Ｎｏ．２２３ アジア経済研究所研究支援部 2014/04/24

10 日経ビジネス２０１４．４．２８　No.1739 日経BP社 2014/04/25

11 商工金融　２０１４年４月号　第６４巻第４号 一般財団法人　商工総合研究所 2014/05/01

12
飛龍　FLYING　DRAGON　日本香港協会ニュース　№
76

日本香港協会 2014/05/01

13 TSR情報　２０１４．５．１　No.2486 東京商工リサーチ 2014/05/01

14
２０１４（平成２６年）　第１７回鹿児島・シンガポール交
流会議

鹿児島県／シンガポール共和国 2014/05/01

15  台湾情報誌　交流2014年4月  公益財団法人　交流協会 2014/05/02

16 月刊　グローバル経営　２０１４．５　No.378 一般社団法人　日本在外企業協会 2014/05/07

17 今こそパキスタン！～日本向け輸出企業のご紹介～ パキスタン貿易開発庁 2014/05/07

18 AFCフォーラム　2014.5 日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2014/05/07

19 中華民国　台湾投資通信　Ａｐｒｉｌ ２０１４　ｖｏｌ．２２４ 中華民国経済部投資業務処 2014/05/07

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(H26.4.21～H26.5.20)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

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(H26.4.21～H26.5.20)

20
BUSINESS DIRECTORY OF JAPANESE/JAPANESE
AFFILIATED　COMPANIES　IN PAKISTAN

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION
Karachi Office

2014/05/07

21 TSR情報　２０１４．５．８　No.2487 東京商工リサーチ 2014/05/08

22 日経ビジネス（特別版付）　２０１４．５．１２　No.1740 日経BP社 2014/05/09

23 ジェトロセンサー　June2014　第64巻　第763号 日本貿易振興機構 2014/05/12

24 輸入ビジネスと知的財産権の基礎Ｑ＆Ａ
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

25 TSR情報　２０１４．５．１５ No.2487 東京商工リサーチ 2014/05/15

26 商品別輸入販売法規ガイド～キッチン用品～　２０１４
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

27
Guide to Safety Assurance for Products Imported to
Japan

Manufactured Imports and Investment Promotion
Organization (Mipro)

2014/05/15

28 ２０１４　途上国商品輸入ビジネス支援セミナー
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

29 途上国商品輸入ビジネス支援セミナー２０１３　Ｖｏｌ．１
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

30 小口輸入の通関手続き
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

31 改訂版　小口輸入ビジネス入門
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

32 日用雑貨輸入の手続き２０１４
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

33 食品器具輸入の手続き２０１４
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

34
改訂版　小口輸入に使える英文ビジネスＥメール例文
集

一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

35 家電製品輸入の手続き２０１４
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会（ミプ
ロ）

2014/05/15

36 日経ビジネス　２０１４．５．１９　Ｎｏ．１７４１ 日経ＢＰ社 2014/05/16

37 KER　5月号　経済情報　Vol.290 株式会社　鹿児島経済研究所 2014/05/19

38 日本貿易会月報　No.725 一般社団法人　日本貿易会 2014/05/19
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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!! ＊＊＊

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 6 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】

-23-



－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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