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Information

ジェトロ鹿児島（担当：城倉、嶽釜）

Tel：099-226-9156　Fax：099-222-8389

E-mail：kag@jetro.go.jp

TEL：092-482-5426

九州経済産業局国際部投資交流促進課　担当：平川、中島

中小企業のASEAN進出支援セミナー及び個別相談会in鹿児島のご案内

お問い合わせ

農林水産物・食品「輸出入門セミナー」in鹿屋のご案内

お問い合わせ

ジェトロ鹿児島と鹿屋市では、食品輸出に先駆的に取り組んでいる企業の代表者が、企業に
とってのビジネス・チャンスがどこにあるか検証し、中小企業にとっての海外戦略の指針となる
情報を提供するセミナーを、鹿屋市内で開催します。

【開催概要】
日時：2月16日（月） 14：00～15：40
場所：リナシティかのや 3階 フリールーム（鹿屋市大手町1番1号）
主催・共催：鹿屋市、ジェトロ鹿児島
後援：公益社団法人鹿児島県貿易協会
参加費：無料
定員：30名 （先着順）
申込締切：2月9日（月）

《内容》
「海外ビジネス事始め ‐海外市場へのアプローチとこれから」（40分）

ジェトロ鹿児島所長 永盛 明洋
「観光と物産の融合 ‐外国人観光客受け入れと輸出の好循環作り‐」（20分）

中原水産株式会社 常務取締役 中原 晋司 氏
「産業観光の必要性と留意点」（40分）

南薩観光 GSEコンサル&マーケティング株式会社 代表取締役 菊永 正三 氏

この度、ASEAN展開に取り組む企業、今後ASEAN進出を予定している企業や支援機関を対象とした

セミナーが下記のとおり開催されます。奮ってご参加ください。

【開催概要】

日時：2月17日（火）[セミナー] 13：00～16：20

[個別相談会] 16：20～16：50

会場：ホテルタイセイ2号館（鹿児島市西田1-4-23）

※個別相談会は希望者のみ、事前予約制です。

定員：50名

主催：特許庁、九州経済産業局、九州知的財産活用推進協議会、九州経済国際化推進機構、福岡県、

鹿児島県、ジェトロ福岡、ジェトロ鹿児島、中小機構九州

参加費：無料

申込み締め切り日：2月13日（金）

※お申し込みは下記をご参照ください。

http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/news/150114141543493.pdf
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公益財団法人日本関税協会

TEL：03-6826-1434 FAX：03-6826-1435

公益財団法人日本関税協会

Information

TEL：03-6826-1434 FAX：03-6826-1435

｢ベトナム進出とビジネスリスク～新投資法の影響・通関と税務リスク～｣のご案

当セミナーでは投資と税務の二つの側面から、現地で活躍するコンサルタントが解説。投資につい

ては、来年7月より施行予定の新投資法の概要や投資に関連した手続・法的枠組みを解説し、税務につい

ては、通関の制度・枠組み、商流、輸出加工企業、外国契約者税等に関係する注意事項、実際のトラブル

事例などを解説致します。

【開催概要】

日時：3月5日(木)13:00～17:00 

会場：日本教育会館

申込締切：2月19日(木)

《講義内容》

講演1  「通関と税務リスク」

AIC Vietnam Co., Ltd. Deputy Executive Director 今村茂氏

講演2  「新投資法に基づくベトナム進出の注意事項」

AIC Vietnam Co.,Ltd. General Director 斉藤雄久氏

お問い合わせ

お問い合わせ

「中国貿易における特殊な商慣習」のご案内

セミナーでは、第一部で海外全般の商業賄賂の概要、中国における商業賄賂監査の手法等につい

て、第二部では「中国商業賄賂」を中心に、数々の実例とともにその法的枠組と対策を紹介致します。

【開催概要】

日時：3月11日(水)13:00～17:00 

会場：日本教育会館

申込締切：2月25日(水)

《講義内容》

講演1「中国商業賄賂対策‐ビジネスリスクマネジメントの観点から」

コンサルビューション（株） 代表取締役社長 高原彦二郎氏

講演2 「中国商業賄賂への法的対応について」

世澤法律事務所パートナー 陳軼凡（チン イーファン）弁護士

-2-



TEL：066-262-3831 FAX：066-262-4607

Information

製品安全セミナー担当：日戸、中村

大韓貿易投資振興公社マーケティングチーム 康晋赫(カン・ジンヒョク）

EMail:  jin28go@kotra.or.jp

TEL：03-3971-6571  FAX：03-3590-7585 お問い合わせ

お問い合わせ

「2015 韓国 訪韓 金型 INTERMOLD KOREA 商談会参加・参観 のご案内

2年に1度開催される韓国最大の金型展示会である「インタモルドKOREA」へのご参観及び商談会
参加のご案内です。

【開催概要】
開催期間：3月10日(火)～3月14日(土) 5日間
開催場所：韓国 Kintex(キンテックス) 国際展示場 第一展示場 全ホール
展示規模：約1500ブース予定
対象品目：射出金型、プレス金型、ダイキャスティング金型、関連設備、樹脂成型品、

プレス部品、金型部品、関連機器、部材、その他
※ 参加・参観バイヤに 対する6つの支援内容
①宿泊ホテル無料支援（1社当り1室シングル、最大3泊まで
②航空費支援（1社当り1名分まで。支援無し～20,000円～50,000円）
③ホテル ⇔ 商談会場 交通支援（おそらくバスになります。）
④商談アレンジ（韓国サプライヤとの）
⑤無料通訳支援（商談会参加バイヤー対象）
⑥INTER MOLD KOREA 2015への無料入場
※詳細は下記をご覧ください。
http://kotra.or.jp/12045.html

食品を輸入販売するには、その安全性を確保するため、食品衛生法に基づく輸入届出の手続き
が必要です。 今回のセミナーでは、厚生労働省・東京検疫所より講師を招き、食品の輸入届出制
度の概要、検疫所における監視指導体制及び違反状況、安全な食品を輸入するために留意すべき
基本事項をお話いただきます。
食品の輸入ビジネスを始めたい方、すでに始めているが基本知識を再確認したい方も、是非この

機会にご参加ください。

【開催概要】
日時：2月20日(金）14：30～16：30  
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５階

コンファレンスルームRoom９
講師：東京検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室長 中林 博 氏
募集人員：50名 （先着順 定員に達し次第締め切ります）
参加費：無料
主催等：（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）

製品安全セミナー 「輸入食品の安全性確保と輸入時の留意点」
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E-mail：info@kric.or.jp

TEL：099-219-1275　FAX：099-219-1279

（公財）かごしま産業支援センター 総務情報課

Information

福岡商工会議所　集客・産業振興グループ（田中・竹村）

TEL：092-441-1118 FAX：092-441-1149
お問い合わせ

お問い合わせ

アラブ諸国向け販路拡大入門セミナーのご案内

平成26年度「第６回個別相談会」のご案内

これからアラブ諸国への販路拡大を始めたい方、ハラールの基礎を学びたい方などを対象とした

販路拡大入門セミナーを開催します。本セミナーは、現地での事例を交えながら、アラブ諸国に向

けた販路拡大のための初心者向けのセミナーとなります。

【開催概要】

日程：2月13日(金)14:00～16:00

場所：福岡アジアビジネスセンター（福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル4 階）

受講料：無 料

主催：福岡商工会議所

共催：福岡アジアビジネスセンター・福岡アジアビジネス支援委員会

定員：40 名（定員になり次第、締切）

《内 容》

●アラブ諸国の市場概況について

●現地の商習慣について

●現地市場の取り込みについて

●質疑応答

※プログラムの内容は都合により変わることがあります。

アジアをはじめとする海外向けの商品開発など、新市場へのビジネス展開を検討している県内

の食品関連事業者を対象に、海外展開のための無料個別相談会を開催します。参加を希望される

方は、当センターホームページにある申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールにて申込

ください。

【開催概要】

日時：2月19日(木)13：30～16：30 ※受付13：00～

場所：ホテルオートリ ２Ｆ カンパーナ

（薩摩川内市白和町1-20）

定員：10社程度（先着順、１社１時間程度）

参加費：無料

主催：鹿児島県、公益財団法人かごしま産業支援センター

共催：独立行政法人中小企業基盤整備機構

《アドバイザー》

独立行政法人中小企業基盤整備機構

海外販路開拓支援シニアアドバイザー 渡辺 正恭氏 ほか

■申込書■

http://www.kric.or.jp/wp/wp-content/uploads/8aa858f94ac02d4a60d5fbc2161828631.pdf
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3月11日(水）～
3月13日(金）
 東京ビッグサイト

◇健康博覧会2015（第33回）【健康食品、サ
プリメント】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/THIS_43167

4月1日（水）～
4月3日(金)
 池袋サンシャイン
シティ

◇第50回 ISF (アイ・エス・エフ) 【靴、フットケ
ア商品】

 4月15日(水）～
4月17日(金）
 東京ビッグサイト

◇第40回食肉産業展2015【食肉、食肉加工
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/2015Japan_44552

2月17日（火）～
2月20日（金）
東京ビッグサイト

◇HCJ2015 (第43回HOTERES JAPAN/第
36回フード・ケータリングショー/
　第15回厨房設備機器展）【ホテル、ケータリ
ング、店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HCJ2015_44762

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ISF_44779

2月17日（火）～
2月20日（金）
東京ビッグサイト

◇第7回国際PB・OEM開発展【流通業、フラ
ンチャイズビジネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PB_44380

2月18日（水）～
2月21日（土）
幕張メッセ

◇2015 モバックショウ 第24回国際製パン製
菓関連産業展
【製造・生産技術、食・食品加工、包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MOBACSHOW_40113

3月3日(火)～
3月6日(金)
 幕張メッセ

◇FOODEX JAPAN 2015 （第40回　国際食
品・飲料展）【食品・飲料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FOODEXJAPAN_44384

3月3日(火）～
3月6日(金）
 幕張メッセ

◇中国食品飲料展2015 【中国産食品・飲料
全般】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ChinaFood_44385

2月19日（木）～
2月20日（金）
ATCホール

◇第12回 シーフードショー大阪【食・食品加
工、農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The12th_44524

2月25日（水）～
2月27日（金）
東京ビッグサイト

◇FC EXPO 2015 ～第11回 ［国際］水素・燃
料電池展～【エネルギー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FCEXPO_42598

見本市情報

～国内開催見本市～
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4月9日(木）～
4月12日(日）
　韓国/ソウル

◇Coffee Expo Seoul 2015【飲料、グルメ食
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CoffeeExpo_43981

3月18日（水）～
3月20日（金）
メキシコ / グァダ
ラハラ

◇Expo ANTAD 2015【食、家庭用品、家具、
衣料、アクセサリー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ExpoANTAD_44678

見本市名 URL開催期間

3月18日（水）～
3月22日（日）
中国 / 広州

◇35th China International Furniture Fair
(Guangzhou)(1st Phase)
【家具・インテリア用品】

3月19日（木）～
3月22日（日）
トルコ / イスタン
ブール

◇WIN Automation【マテハン機器、圧力機
器、エネルギー、電子・電気】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WINAutomation_44350

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIFF2015_45334

4月8日(水）～
4月10日(金）
タイ/バンコク

◇ASEANbeauty 2015【化粧品、フレグラ
ンス、自然健康製品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ASEANbeauty2015_43527

4月8日(水）～
4月11日(土）
 台北/台湾

◇2015 TAIPEI AMPA & AutoTronics Taipei
【自動車部品、電子部品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/?action_fairListSearch=true&detail=1&p
age=2

3月19日（木）～
3月26日（木）
スイス / バーゼル

◇BASELWORLD 2015【時計、カメラ、宝石、
貴金属】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BASELWORLD2015_45193

4月1日(水)～
4月4日(土）
マレーシア /クア
ラルンプール

◇THE 12TH INTERNATIONAL HALAL
SHOWCASE【ハラル食品、飲料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIHAS2015_45687

3月28日(土)～
4月1日(水）
 中国  / 広州

◇CIFM / interzum guangzhou 2015【家具製
作機械、インテリア用品向け機械】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIFM_43984

3月31日（火）～
4月17日（金）
ロシア / モスクワ

◇21st Russian International Building &
Interiors Exhibition
【建設、衛生設備、給排水】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MosBuild_44268

～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 Email 商材

1

FIRST CANNED
FOOD (THAI) CO.,
LTD.

http://www.fcftw.com.t
w

fcfth_mk05@hotmail.com Canned Fruits,
Juice, Coffee,etc.,

2
J.C.P. PLASTICS
LTD.,PART

http://www.jcp.co.th,
http://www.micronware.
co.th

jcpmcp@asianet.co.th Plastic houseware,kitchenware,tableware

3

LARPWISETKASIKI
J BUSINESS
CO.,LTD.

http://www.ricemind.co
m

ankricemind@gmail.com Instant Cereal Drink
made from Brown
Jasmine Rice

4

LEEMAN
INTERNATIONAL

http://th1041718444.tr
ustpass.alibaba.com

pornchai@leeman.co.th Frozen fruits(Mango,
Mangosteen,
Durian etc.,)

5
Maeklong Biogreen
Plus Ltd.,Part.

http://www.maekloonglo
gistics.com

moonoi1001@hotmail.com Wood pellet, Sawdust,Wood Chips

6

NITHIPHAK
IMPORT AND
EXPORT
LTD.,PART

http://www.ditp.go.th/k
orea/ewt_news.php?nid=
193&filename=index

n-sinthuchai@hotmail.com  Nam Dok Mai
 (Fresh Mango)

7
SAWASDEE
FRUITS

naphat.i@hotmail.com Fruits(Fresh, Processed)

8
THAI SPIRIT
INDUSTRY
CO.,LTD

AchareeyaM@thaispirit.co.th Alcoholic Beverage(Wine Cooler,etc.,)

9
THAI UNION
FROZEN
PRODUCTS

http://www.thaiuniongr
oup.com

chansiri@thaiunion.co.th Frozen Shrimp

10
THAI UNION
MANUFACTURING
CO.,LTD

voranun_su@thaiunion.co.th Canned Tuna, Ready-to-eat food

11
WANGSUKJAI
EXPORT CO.,LTD.

https://www.facebook.c
om/wangsukjaigarden

wangsukjuai.export@gmail.com Fresh Mangosteen

12

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

jewelry@yoolim.co.th Silver Jewelry

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（2015.1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　No.1771 日経BP社 2014/12/22

2 財界九州　１月号 財界九州社 2014/12/22

3 日本貿易会月報　No.731 一般社団法人日本貿易会 2014/12/22

4 日経ビジネス　No.1772 日経BP社 2014/12/26

5 台湾情報誌　交流　vol.885 公益財団法人　交流協会 2015/01/05

6 飛龍　日本香港協会ニュース　No.78 日本香港協会　全国連合会 2015/01/05

7 JBIC Today　2014年12月号 株式会社国際協力銀行 2015/01/05

8 日経ビジネス　No.1773 日経BP社 2015/01/05

9 商工金融　2014年12月号 一般財団法人　商工総合研究所 2015/01/08

10 TSR情報　No.2521 東京商工リサーチ 2015/01/08

11 AFCフォーラム　1月号 日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2015/01/09

12 日経ビジネス　No.1774 日経BP社 2015/01/09

13 事業構想　２月号 事業構想大学院大学　出版部 2015/01/13

14 そうしんビジネスレポート　No.31 鹿児島相互信用金庫 2015/01/13

15 TSR情報　新春2015特集 東京商工リサーチ 2015/01/13

16 伝統的工芸品　体験工房ガイド
一般財団法人　伝統的工芸品産業振興協
会

2015/01/14

17 ジェトロセンサー２月号 日本貿易振興機構 2015/01/14

18 TSR情報　No.2522 東京商工リサーチ 2015/01/15

19 日経ビジネス　No.1775 日経BP社 2015/01/16

20 月刊　グローバル経営　No.385 一般社団法人　日本在外企業協会 2015/01/19

21 KER 1月号　経済情報 株式会社　鹿児島経済研究所 2015/01/20

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。
※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(H26.12.21～H27.1.20)
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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!! ＊＊＊

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 27 年 2 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，中国，韓国，フィリピンとの間に４航路

週１２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」　■■

-41-



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。

申請区分

輸出貨物…10,000円(1TEUにつき)

（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・フィリピンへの外貿コンテナ航路と，

神戸トランシップによる国際フィーダー航路が就航しており，アジアをはじめ，北米，豪州，

欧州等世界各国と結ばれています。 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/

【新規利用】

輸出貨物…1,000円(1TEUにつき)

・増加貨物に対して助成

(比較対照期間の最大取扱量よりも、増加した取扱量に対し助成）

輸入貨物… 5,000円(1TEUにつき)

  ※本助成は、平成26年の助成申請に対して予算の範囲内で助成するものです。

助　成　額

・新規事業者の全取扱量に対して助成

輸入貨物… 5,000円(1TEUにつき)

輸出貨物…10,000円(1TEUにつき)

・全取扱量に対して助成

輸入貨物…  500円(1TEUにつき)

摘要

一荷主あたりの補助上限額

輸入…1,000,000円

輸出…2,000,000円

一荷主あたりの補助上限額

輸入…2,000,000円

輸出…3,000,000円【継続利用】

-42-



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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アイエス通訳システムズ

翻訳・通訳サービスを承ります（貿易協会会員は特別割引があります。）

海外への手紙、契約書の翻訳や通訳についてお気軽にお問合せ下さい。

＊＊この他、通訳業務も行っています＊＊

詳しくは、下記へお問い合わせください。

〒892-0824 鹿児島市堀江町 19-6 協栄ビル 2F TEL：099-227-5173 FAX：099-227-2767

《メーリングリストのお知らせ》

当協会では、貿易情報を迅速に提供・交換するためインターネットを使ったメーリン

グリスト（以下「ML」という）を開設しています。

MLとは、リストに参加している全員に同一のメールを同時に一斉配信するインター

ネットの機能です。

貿易協会からは、貿易相談の案内やセミナー・イベントなどの最新情報等を随時発信

しているほか、参加企業・団体からのイベントなどの情報発信も行われています。

参加登録は随時受け付けております。関心のある方は事務局までご連絡ください。

参加者D

参加者 C

参加者 B

参加者 A

メーリングリストに登録されている A,B,C,D
のうち①A がメーリングリストにメールを送

ったとすると、②参加者(A,B,C,D)全員に同じ

メールが配送されます。

メーリングリストのソフトが

起動しているサーバー

①

②

②

②

②
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