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海 外 レ ポ ー ト 

 

香 港  

～口蹄疫が与えた香港マーケットへの影響～ 

鹿児島県香港事務所 川村 和彦 

 

海を越えた口蹄疫の影響 

 今年 4 月 20 日、宮崎県で発生した口蹄疫は、日本にとって世界２位の牛肉、豚肉輸出先

である香港のマーケットに大きな影響を与えた。その事件の内容は香港の地元紙でも大きく

伝えられた。 

 輸出がストップした当時、香港の農畜産物の

輸入担当者は、「黒毛和牛に関しては、五つ星の

ホテルの高級レストランなどが買い占めを始め

業界全体の在庫が無くなる恐れがある。それに

変わるオーストラリア産の牛肉の手配を始めた。」と話していた。 

 その後、この問題に対する業界や政府の対応は早かった。停止措置からまもなく日本政府

の働きかけにより、まずは 4月 30日牛肉の輸出が再開となり、その後 5月 10日には豚肉の

輸出も再開されることとなる。 

輸出再開交渉は、通常、民間企業からの要望を受け政府当局間で進められる。輸出証明書

の再発行には、日本側から口蹄疫の発生状況や対策後の状況について情報提供を行い、相手

国から輸入の了承が必要となる。香港総領事館の農水担当者によると、「香港政府が他地域に

ない対応に踏み切ったのは、食料全般を近隣諸国からの輸入に依存していること、また、畜

産業が盛んでないために被害が広がる可能性が低いこと」などが主な理由ではないかとのこ

とであった。 

香港における口蹄疫の宮崎牛の風評被害 

発生から約 3ヶ月後の 7月 27日午前 0時、宮崎市の発生の農家を中心とした家畜の移動・

搬出制限が、外出自粛などを求めた県の非常事態宣言とともに解除され、3 カ月余り続いた

口蹄疫禍は一応の区切りを迎えることとなった。 

【明報 2010 年 4 月 21 日付け朝刊】 
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宮崎県では都農町で１例目が確認されて以降、7月 4日の宮崎市まで計 292例が発生。発

生は 11市町、殺処分された家畜は計 28万 8643頭に及ぶ大惨事となった。 

しかし、宮崎県の畜産農家や風評被害を受けた観光、疲弊した地域経済などの復興はこれ

からで食肉輸出を再開するための「清浄国」への早期復帰など、課題は山積みである。  

 香港では、サウスチャイナモー

ニングポスト（7月 19日朝刊）が、

宮崎牛から鹿児島牛や仙台牛への

切り替えを検討する日本食レスト

ラン経営者の声を報じている。 

また、「宮崎牛の生産が口蹄疫発生前の水準に戻るには 7年の時間が必要であり、55頭い

た種牛はすべて殺処分され 2017年まで宮崎牛は食べられなくなる。」と説明している。この

ような報道の影響もあって、一般的に香港では、宮崎牛は食べられないと考える人が多いよ

うである。  

 輸出を加速する産地 

 口蹄疫の発生を受けて各国が輸入をストップしたことで、今年 5月以降、日本産牛肉

を輸出できる市場は、香港とマカオとなった。国際獣疫事務局の清浄国認定を受け他国・

地域向け出荷が再開される見込は立っておらず、遅ければ数年かかるといわれており、

日本の畜産業界が香港・マカオ市場に注ぐ期待は大きい。 

 現在香港への牛肉の輸出が認められている工場は、鹿児島県の南九州畜産興業とサン

キョーミート 2施設以外に、宮崎県の 2施設と群馬県 1施設、あわせて 5箇所のみであ

るが、口蹄疫問

題で九州の畜

産関係者が対

応に奔走する

中、他県は着々

と香港輸出へ

の準備を進め

てきている。 

 

県名 施設名 施設認定登録日 

鹿児島県 南九州畜産興業株式会社 平成 19年 4月 9日 

鹿児島県 サンキョーミート株式会社 平成 19年 3月 30日 

群 馬 県 株式会社群馬県食肉卸市場 平成 19年 12 月 1日 

宮 崎 県 株式会社ミヤチク都農工場高崎工場 平成 19年 7月 20日 

宮 崎 県 株式会社ミヤチク都農工場都農工場 平成 22年 2月 24日 

岐 阜 県 飛騨食肉センター 平成 22年 9月(予定)

 【ｻｳｽﾁｬｲﾅﾓｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ 2010 年 7 月 19 日付け朝刊】 
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今年 7月 22日、厚生労働省は岐阜県の飛騨食肉センターが香港政府食物環境衛生署の定

める認定基準に合致することを確認した。今後香港政府の了解が得られれば 9月には国内６

施設目、中部地方では第１号の認定施設が誕生することになる。これに続けと鹿児島県内で

数社、また、他県でも同様の手続きが進められており、香港、マカオ市場への輸出競争はさ

らに深まる様相を呈している。  

日本からの出口が広がることで、いつでも欲しい産地牛肉が手に入りやすくなるため、今

後は産地ブランドをしっかり定着させることがますます求められる。 

香港フードエキスポ 2010 開催 

 世界で最も日本食が浸透する香港で、

今年も世界 22 ヶ国、740 の企業・団体

が出展し、来場者は 37万人を超える「フ

ードエキスポ（美食博覧）2010」が 8月

12日から 16日までの 5日間に渡って開

催された。日本からは、過去最大の 100

社近い企業・団体が出展し安心、安全で

高品質の日本産食品を売り込こんだ。 

 ここでも黒毛和牛ブースのアピール合

戦は激しく行われており、宮崎県、ニチ

ノウ株式会社、安愚楽牧場の 3ブースが

黒毛和牛を PR、パートナー探しを行っ

ていた。中でも、今年初めて出展したと

いう安愚楽牧場は鹿児島産の黒毛和牛を

ジャパンパビリオンに出展した。「ブース

には多くの商社、小売店バイヤーが足を

止めてくれ話しを聞いてくれる。」と大き

な手応えを感じているようだった。 

香港を足がかりに中国へ 

農林水産省が発表した昨年度の農林水

産物の実績によると、日本の牛肉輸出は

【フードエキスポ 2010 ジャパンレセプション】 

【おむすび文化を紹介するジャパンブース】 

【ブースに並ぶ鹿児島産黒毛和牛】 
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565,391トン、約 37億 7300万円。うち香港向けは 111,715トン、6億 5,500万円。豚肉は、

2,168,685トン、約 3億 7,300万円。うち香港向けは、129,094トン、約 1億 3,200万円。

鶏肉は、8,699,092 トン、約 10 億 9,000 万円で、うち香港向けは 2,867,334 トン、約 3 億

6,700万円で、いずれも第 2位の輸出先である。 

2010年版通商白書で取り上げられていたが、「アジアの消費実態、トレンド」として、「多

少高くても料理には良い素材を使う」といった香港人が、シンガポール、タイ、インドに比

べて高い傾向にあり、牛肉をはじめ安心で質の高い日本の食材が求められる理由は、香港人

の意識にあるようである。 

  金額ベース１位 金額ベース２位 金額ベース３位 

品目 国名 数量(ﾄﾝ) 金額(千円) 国名 数量(ﾄﾝ) 金額(千円) 国名 数量(ﾄﾝ) 金額(千円)

牛肉 ベトナム 347,493 2,301,433 香港 111,715 655,108 米国 72,463 570,488

豚肉 ベトナム 934,064 146,156 香港 129,094 132,183 台湾 1,095,000 80,601

鶏肉 ベトナム 5,144,200 638,770 香港 2,867,334 367,490 トルコ 526,370 59,520

 

また、香港の人口 706 万人であるが、背後に控える中国大陸の市場も見逃せない。毎年、

春節（旧正月）や労働節（メーデー）、国慶節に多くの中国人が香港を観光で訪れる。香港政

府観光局の発表によると、今年の入域旅客数は 3,100万人（うち中国本土客 1,930万人）に

達するとみており、拡大する中国の中間所得者層の増加もあってホテルの稼働率も上昇して

いる。 

現在中国市場への農林水産物輸出は米、りんごなど一部に限られているが将来の輸出促進

を考える上でも、香港での PR活動や、ブランドの確立は意義がある。 

【鹿児島県香港事務所のご案内】 
 
 住 所：c/o JETRO HONG KONG,Room 4001,40/F..,H 
opewell Centre, 

183 Queen’s Road  East, Wanchai, HONG KONG 
電 話：852-2877-1696   ＦＡＸ：852-2918-0123   

 E-mail：kpg@hk.ntt.net 

このコーナーでは、鹿児島県の海外駐在員や海外派遣職員の方々のフレッシュなレポート

を掲載しています。レポートに関するみなさまからのご意見・ご質問・ご要望等をおまちし

ております。 

【農林水産省 平成 22 年度農林水産物輸出概況より作成】 



おお知知ららせせココーーナナーー  
 

★輸出入許可・承認等手続の新しい電子申請システムの説明会のご案内   

外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく輸出入許可・承認等申請をパソコン等を

使って、簡単に電子申請を可能とした、新システム（NACCS 貿易管理サブシステム）に

ついて、説明会を開催します。 

＜NACCS 貿易管理サブシステムの特徴＞ 

◆ お手持ちのインターネットに接続されたパソコンから、別１・別２貨物の輸出許

可・承認申請や水産物の輸入割当・承認・事前確認等の申請などについて電子申請を

簡単に行うことができます。なお、本システムは無料でご利用できます。 

◆ 電子申請を行うと、経済産業大臣による許可・承認等が行われると同時に、全国の

税関で通関申告に使用できる電子ライセンスが交付されますので、書面のライセンス

を各地の税関まで持ち回る必要がありません！ 

◆ 本システムは、電子申請の 24 時間 365 日受付など利用環境・サポート体制が大幅

に拡充されるほか、電子ライセンスの PDF 表示などの機能・操作性も大幅に向上し、

使いやすくなっています！  

１．日時：平成２２年９月１３日（月）１４：００～１６：００  

２．場所：九州経済産業局 第二会議室  

   （福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 福岡合同庁舎本館 ６階）  

３．内容： 新システムの概要と利便性 

      電子申請の流れと操作 

      電子申請に係る関連通達の概要 

      利用申込等の手続き 

      質疑応答  

４．参加費：無料  

５．定員：４０名（先着順）  

６．主催：経済産業省 

７．申込み方法 ：出席を希望される方は、参加申込書を、９月３日（金）までに九州

経済産業局国際課あて FAX（０９２－４８２－５３２１）でお申込ください。 

なお、定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。  

※１．整理券は発行いたしませんので、申し込みされた方は、説明会当日、会場受付

にて会社名・ 氏名をお申し出ください。 

※２．申し込みが定員を超えた場合のみお断りのご連絡をいたします。 

※３．原則として申し込みは先着順としますが、１企業からの参加者が多数の場合に

は、参加者を 調整させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。  

※参加申込書(Word 版)、参加申込書(PDF 版:50KB)  

【お問い合わせ先】 

  九州経済産業局 国際部 国際課 

担当 ： 濱田、坂木 

TEL：０９２－４８２－５４２５ FAX：０９２－４８２－５３２１  



 

★「平成 22 年版通商白書」・「2010 年版不公正貿易報告書」説明会のご案内   

経済産業省では、「平成２２年版通商白書～国を開き、アジアとともに生きる日本～」及び「２

０１０年版不公正貿易報告書～WTO 協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿

易政策～」を公表しました。 

平成２２年版通商白書では、金融危機からの世界経済の回復に影響を及ぼしたメカニズム

について分析を行い、その中で我が国が取るべき針路及び対外的な経済戦略と政策を紹介し

ています。 

一方、２０１０年版不公正貿易報告書では、各国・地域ごとの貿易政策・措置のうち国際ル

ール上問題となると思われる措置について相手国へ指摘を行い、撤廃や改善を促した経過を

紹介しています。 

このたび、下記のとおり「平成２２年版通商白書」「２０１０年版不公正貿易報告書」の説明会

を開催しますので、ご案内申し上げます。  

 

１．日時：平成２２年９月２日（木） １４：００～１６：３０  

２．場所：福岡合同庁舎本館５階 共用中会議室  

      （福岡市博多区博多駅東２－１１－１）  

３．主催：経済産業省  

４．定員：４０名（先着順）  

５．参加費：無料 

６．内容： 

（１）平成２２年版通商白書について 

（２）２０１０年版不公正貿易報告書について 

７．講師：経済産業省通商政策局担当者 

８．申込方法 

 参加申込書にご記入の上、８月２５日（水）までに九州経済産業局国際部国際課あてＦＡＸに

てお申し込みください｡ 

 先着順に受付けを行い、定員になり次第募集を停止いたします。申込みが定員を超えた場

合にはお断りの電話をいたしますので、あらかじめご了承ください。なお、整理券等は発行いた

しませんので、申込みをされた方は、説明会当日、会場受付にて会社名・氏名をお申し出くだ

さい。  

※参加申込書(Word 版)、参加申込書(PDF 版:51KB) 

 

【お問い合わせ先】 

  九州経済産業局 国際部 国際課 

担当 ： 濱田、坂木 

TEL０９２－４８２－５４２５ FAX０９２－４８２－５３２１  

 

★「日本産食品展示商談会シンガポール 2010 ぐるなびレストランプロモーション」

出展のご案内 

 金融不安からもいち早く脱し、今なお成長著しいアジア諸国。なかでも東南アジア諸国とのビ

ジネスにおける玄関口であるシンガポールは、中国を越える経済成長率を続けています。 



 日本とは、二国間自由貿易協定（FTA）を締結済みであり、日本から関税無く食品等の輸出

が可能な国です。 

 現地では、日本食への関心も非常に高く、以前は、日本系のみのスーパーのみであった日

本食品の取り扱いが地元スーパーにも広がっています。 

 現地で初めて、日本食に限定した展示商談会は高い注目を集めること間違いなく、皆様のご

参加をお願い申し上げます。 

【日 時】 2011 年 1 月 26 日（火）～27 日（水）10 時～17 時（最終日は 16：00 まで） 

      商材搬入日（1 月 25 日）を含めた計 3 日間開催 

※土曜日２２時迄  

【開催会場】 シンガポール国際会議展示場（候補） 

【募集小間】 100 小間 

【出展料金】1 ブース／150,000 円（税別） 

【ビジネスマッチングサービス】 

全ての出展者に最低 4 件のビジネスマッチングサービスを提供します。 

【来場者数】1,000 名/2 日間（目標来場者数） 

【開催までのスケジュール】 

①出展説明会：東京会場・大阪会場 2010 年 8 月 6 日 

②出展締め切り：2010 年 11 月 19 日（金） 

③出展者説明会：2010 年 11 月 31 日 

④出展 

【出展対象】 

国産の食品（加工品）、食材（米・野菜・果実・肉・豚・鶏・卵・魚など） 

【参加の要件】 

・商材が日本産の農林水産物及び日本製の加工食品・飲料であること。 

・出品物が高品質であること。 

・輸出意欲のある生産者・食品事業者等であること。 

・シンガポールの食品輸出の規制に則していること。 

《お問い合わせ先》 

株式会社 ぐるなび 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 

担当：法人営業部 大高、朴  

TEL：03-3215-8818  FAX：03-3215-0270 

 

★「アセアン促進セミナーIN 鹿児島」のご案内 

国際機関日本アセアンセンターは、「アセアン促進セミナーIN 鹿児島」を下記の通り、開催

いたします。 

 

<セミナー日程> 

１．セミナー：  「アセアンは今！ビジネスと観光の最新情報」 

２．開催日時：  2010 年 9 月 14 日(火) 午後 1 時から 5 時 00(受付開始 12:45) 

３．会場：    ドルフィンポート内 「ドルフィンホール」 

             鹿児島市本港新町 5 番 4 号 代表 099-221-5777 



４．内容：日本アセアンセンターの概要紹介 

アセアンの観光に関するプレゼンテーション 

        アセアンの投資に関するプレゼンテーション 

アセアンの貿易に関するプレゼンテーション 

※申し込みは次の URL で当センターHP からお願いいたします。 

http://www.asean.or.jp/ja/invest/about/eventinfo/2010/2010-12.html 

 

《問い合わせ先》 

国際機関 日本アセアンセンター 投資部   

TEL：03-5402-8006   

http://www.asean.or.jp 

 

★日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内 

【１】アジア最大級の美容関連見本市 Cosmoprof Asia 2010 ジャパンブース 

出品者募集中！ 

アジア最大級の国際ビューティ・トレードショウ「コスモプロフ・アジア」は、美と健康に関す

る幅広い分野を網羅するユニークな展示会です。世界各国の健康・美容関連業界のプロ

が来場し、アジアのトレンド把握、新たなビジネス取引を確立する機会となっています。  

アジアの市場開拓に関心ある企業の皆様は、ぜひこの機会に本見本市ジェトロ・ジャパ

ンブースへの出品をご検討ください。 

【開催概要】 

会期：2010 年 11 月 10 日（水曜）～12 日（金曜）  

開催地： 中国・香港  

会場：Hong Kong Convention & Exhibition Centre  

【特徴】 

Cosmoprof Asia はアジア最大級の国際ビューティー・トレードショウです。17,000 人以上の

アジアのトップ・バイヤーが来場しており、アジア市場における新たなビジネス開拓に直結す

る見本市として高い評価を得ています。  

※過去の本見本市情報は見本市レポート「コスモプロフ・アジア」をご覧ください。  

【前回実績】 

来場者数 41,062 人、出展者数 1,412 社  

主催： Cosmoprof Asia Ltd.  

【ジェトロ・ジャパンブース 概要】 

主催：ジェトロ  

●出展のメリット  

（1）香港をゲートウェイに中国・アジア市場を効率的に開拓  

（2）ジャパンブースとしての集客効果  

（3）割安コストでの参加  

（4）出展手続きが容易  

（5）専門家によるアドバイス  

 

●募集条件  



（1）ジェトロ・ジャパンブースの出品対象物であること  

 ・化粧品、トイレタリー商品、香水、美容関連商品  

 ・自然派健康関連製品  

 ・プロ用ビューティーサロン、ネイル製品、スパ関連製品および機器  

 ・ヘアケア用品・機器等  

（2）参加資格  

 ・中小企業基本法で定義する中小企業であること  

（※詳細は中小企業庁のウェブサイトをご覧ください）  

 ・Cosmoprof Asia へ初めて出展する企業であること  

（直近 2 年間以上のブランクがある場合は新規とみなします）  

 ・出品商品が日本製であること  

 ・会期中に現地へ渡航し、ブースで商談を行うことが可能な日本企業  

 ・この展示会において国からの補助を他から受けていないこと  

（3）定員  

 15 社程度  

※出品者資格・要件および提出書類（「出品申込書・承諾書」および「出品者・出品物情

報」）に基づき、ジェトロにて審査を行い、本見本市への参加企業及び出品物を選定しま

す。  

【出展料】 

203,000 円／小間 （不課税）  

※1 小間は約 5 平方メートル  

【お申し込み方法】 

「出品案内書」、「海外見本市出品要綱」をご確認・ご了承いただき、申込書に必要事項を

ご記入の上、ジェトロ海外市場開拓課宛てにご郵送ください。また、本展示会出品審査の

ため、書類とともに以下の写真データを CD-ROM 等メディアにて郵送か、大容量ファイル

転送サービスでお送りください。  

・出品物写真（5 点まで／350dpi 以上）･･･ファイル形式は、高解像度の JPG または EPS  

※詳細は「出品写真提出について」をご覧ください。  

【郵送先】 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階  

ジェトロ 海外市場開拓課（担当：栗田、遠藤）  

お申し込み締め切り： 2010 年 8 月 31 日（火曜） 書類必着 

↓詳細はこちら 

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20100806270-event 

【お問い合わせ先】 

ジェトロ 海外市場開拓課（担当：栗田、遠藤）  

TEL：03-3582-5313 FAX：03-5572-7044  

E-mail：Cosmoprof2010@jetro.go.jp 

 

【２】環境展「N-EXPO/KANSAI’10」 

   出展海外企業との個別商談会、セミナー、ビジネス交流会 参加者募集！ 

ジェトロでは地域経済活性化のため外国企業誘致に取り組んでおり、日本市場の魅力



を PR するためのシンポジウムやセミナー、外国企業との提携促進のための商談会などを実

施しています。 

「N-EXPO/KANSAI' 10」では、海外企業出展ゾーンを設け、海外企業と日本企業との

商談会を開催します。環境分野（リサイクル、新エネ・省エネ等）の海外企業 18 社が、それ

ぞれのブースで製品・技術を紹介し、ビジネス・パートナーや技術提携先を求めて日本企

業との面談を行います。 

新たなビジネスチャンスをお探しの皆様、ぜひこの機会にご参加ください。また、初日の

展示会終了後に、セミナーおよび N-EXPO/KANSAI’10 ジェトロゾーン出展海外企業との

ビジネス交流会を開催します。併せて参加をご検討ください。 

 

【N-EXPO/KANSAI'10 出展海外企業との個別商談会】 

◇会期：2010 年 9 月 1 日（水）～3 日（金） 

    10：00～17：00（最終日は 16：00 まで） 

◇開催地：大阪市 

◇会場：インテックス大阪 ジェトロ海外企業出展ゾーン 

◇出展海外企業： 

  18 社（フランス 6 社、米国 5 社、シンガポール 3 社、 

     イスラエル 2 社、ドイツ 1 社、中国 1 社） 

 ※詳細はウェブサイトでご確認ください。 

 ※各ブースに 1 人ずつ通訳がおりますので、日本語で商談いただけます。 

◇参加費：無料 

 ※海外企業との商談は無料でご参加いただけますが、 

 「N-EXPO/KANSAI’10」へは別途 1,000 円の入場料が必要です。 

 ※海外企業との商談にお申し込みいただいた方に限り、 

  招待券をお配りします。 

【セミナーおよびジェトロゾーン出展海外企業とのビジネス交流会】 

◇日時：2010 年 9 月 1 日（水） 17：30～20：00 

◇会場：ハイアットリージェンシー大阪 

◇対象：個別商談会にお申し込みされた企業の方、および N-EXPO/KANSAI'10 

    に出展される企業の方 

◇参加費：無料 

◇プログラム： 

17：30～18：10 セミナー   

「人づくり先進地域「OSAKA」がアジア成長市場でチャンスをつかむ！  

 ‐環境分野の海外ビジネスで成功する戦略と進め方‐」  

（株）ジームス・アソシエイツ 代表取締役社長 有岡 義洋 氏  

18：15～20：00 ビジネス交流会  

【申込、お問い合わせ】 

◇申込方法： 

 以下申込フォームに必要事項をご記入ください。 

 https://www.jetro.go.jp/form/fm/jab/n-expo2010 

◇申込締切：2010 年 8 月 25 日（水） 



◇お問い合わせ： 

 大阪本部事業推進課 担当：野村 

 TEL：06-6447-2309 FAX：06-6447-2336 E-mail：ibscosaka@jetro.go.jp 

 

↓詳細はこちら 

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20100621024-event 

 

【３】中国市場開拓のための消費財商談会・モニタリング調査（アジア・キャラバン事業） 

ジェトロでは、わが国の中小企業の更なるアジア市場開拓を多面的に支援するため、「ア

ジア・キャラバン事業」を実施しています。  

中国市場での販路開拓・拡大をご検討されている皆様、ぜひこの機会にご参加くださ

い。 

【アジア・キャラバン事業（中国）概要】 

期間：2010 年 10 月～2011 年 2 月（各イベントを順次開催）  

対象：  

「安心・安全」「高品質」「環境にやさしい」日本製の消費財  

例）生活用品、生活雑貨、アイディアグッズ、マタニティウェア・グッズ、ベビー用衣類・肌着、

スポーツ・レジャー用品、被介護者用生活用品、リハビリグッズ 等  

規模： 中小企業 30 社～50 社程度  

 

【内容】  

（1）アンテナショップ（北京・成都）   

＜北京＞   

会期：2010 年 11 月下旬を予定（10 日間程度）  

場所：北京市内（市内商業施設を予定）  

＜成都＞   

会期：2010 年 12 月から 2011 年 2 月のうち 1 週間程度  

場所：成都市内（市内商業施設または展示即売会への参加を予定）  

(2)常設ショールーム（上海）  

会期：2010 年 10 月末頃～2011 年 2 月  

場所：上海市内ショールーム  

 

【概要】    

・約 4 ヵ月間ショールームで商品を展示し、ジェトロ海外コーディネーター・専属スタッフが商

談をサポート。  

・分野ごとに商談会を開催。  

（3）インターネットモールへの出品・モニタリング調査  

会期：2010 年 11 月～2011 年 2 月を予定  

【概要】  

・中国大手ネットモール内にアジアキャラバン専用ページを設置。  

・同ページ内に各社商品を出品し、モニタリング調査。  

【募集要項】 



参加資格  

（1）中小企業基本法で定める中小企業（※）であること  

（2）出品商品が日本製であること  

（3）中国への市場開拓に意欲的であること  

（4）別添参加案内書に記載されている参加条件を承諾いただけること  

（※）中小企業とは中小企業基本法で定義する企業を指します。詳しくは中小企業庁のウ

ェブサイトをご覧ください。  

【参加費】 

（1）参加費 300,000 円   

（2）参加費に含まれるもの（ジェトロが負担する費用）  

 日本国内の指定倉庫からの輸送費（関税、保険料等含む）、中国国内の輸送費、諸税、

各社出品物に係る倉庫保管料、アンテナショップおよび常設ショールームの設置にかかる

費用、インターネット販売にかかる専用モールの作成費・運営費、等   

（3）参加者にご負担いただく費用（ジェトロが負担しない経費）  

 日本から現地までの渡航費、現地宿泊費、梱包費、日本国内の指定倉庫までの往復輸

送費、中国における商標登録にかかる経費、製造物責任(P/L)に関する保険費、その他ジ

ェトロが負担する以外の費用  

※詳細は「参加案内書」にてご確認ください。  

出品物  

（1）対象分野：  

「安心・安全」「高品質」「環境にやさしい」日本製の消費財  

（例）生活用品、生活雑貨、アイディアグッズ、マタニティウェア・グッズ、ベビー用衣類・肌

着、スポーツ・レジャー用品、被介護者用生活用品、リハビリグッズ 等  

 ※中国に輸出可能な商品に限ります。現地の規制を受けるもの、一連の事業に必要な

手続きに間に合わないことが予想される場合、出品をお断りする場合があります。  

（2）商品数  

1 社あたり 3 品目程度  

【お申し込み方法】 

「参加案内書」および「アジア・キャラバン事業(中国)出品要綱」をご確認・ご承認いただい

た上で、以下の必要書類をご郵送ください。  

＜必要書類＞   

・参加申込書・承諾書（社判または公印押印済み） 2 部  

・会社案内（日本語版） 1 部  

・出品を希望する商品のカタログ（日本語版）   5 部   

・出品希望商品の画像データ（解像度 350dpi 以上、ファイル形式 JPG または EPS）  

【郵送先】 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階  

ジェトロ 海外市場開拓部 海外市場開拓課（担当：中村、岸本、中澤、藤原）  

お申し込み締め切り： 2010 年 8 月 27 日（金曜）12：00 必着  

ご参考  

※ジェトロでは中国でのインターネット販売およびに模倣対策に関する各種資料を取りまと

めております。詳細は以下のレポートをご参照ください。  



・中国ネット販売ハンドブック（2010 年 3 月）  

・中国市場開拓のための Web プロモーション・CGM 調査（2010 年 3 月）  

・模倣対策マニュアル(中国) (10.6MB) 

【お問い合わせ先】 

ジェトロ海外市場開拓課 (担当：中村、岸本、中澤、藤原)  

TEL：03-3582-5313 FAX03-5572-7044  

E-mail：caravan-china@jetro.go.jp 

■国内：8 月後半■ 

◇アマチュア無線フェスティバル ハムフェア 2010 

【通信、コンピュータ、趣味】 

2010 年 8 月 21 日（土）～2010 年 8 月 22 日（日）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=119908&UserName=webuser1 

 

◇JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2010【DIY、趣味、家庭用品】 

2010 年 8 月 26 日（木）～2010 年 8 月 28 日（土）幕張メッセ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=119895&UserName=webuser1 

 

◇キッズクリエイト TOKYO2010【子供用品、ベビー用品、書籍、教育、玩具】 

2010 年 8 月 27 日（金）～2010 年 8 月 29 日（日）幕張メッセ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=125252&UserName=webuser1 

 

◇rooms 21【繊維・衣料、アクセサリー、皮革、履物】 

2010 年 8 月 31 日（火）～2010 年 9 月 2 日（木）国立代々木競技場 第 1 体育館 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=123970&UserName=webuser1 

■国内：9 月前半■ 

◇ジャパン ジュエリー フェア 2010【宝石、貴金属、アクセサリー】 

2010 年 9 月 1 日（水）～2010 年 9 月 3 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=119160&UserName=webuser1 

 

◇分析展 2010/科学機器展 2010【精密・測定・試験機器】 

2010 年 9 月 1 日（水）～2010 年 9 月 3 日（金）幕張メッセ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=120375&UserName=webuser1 

 

◇第 24 回 東京ビジネス・サミット 2010【総合見本市】 

2010 年 9 月 2 日（木）～2010 年 9 月 3 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu



mentNo=122239&UserName=webuser1 

 

◇第 70 回 東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2010【ギフト用品】 

2010 年 9 月 7 日（火）～2010 年 9 月 10 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=121766&UserName=webuser1 

 

◇国際物流総合展 2010【流通業、物流、輸送用機器】 

2010 年 9 月 14 日（火）～2010 年 9 月 17 日（金）東京ビッグサイト 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=105757&UserName=webuser1 

 

■海外：9 月前半■ 

◇PRET A PORTER PARIS【繊維・衣料、宝石、貴金属、アクセサリー】 

2010 年 9 月 4 日（土）～2010 年 9 月 7 日（火）フランス / パリ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=128038&UserName=webuser5 

 

◇spoga + gafa 2010 - The garden trade fair, Cologne【園芸】 

2010 年 9 月 5 日（日）～2010 年 9 月 7 日（火） ドイツ / ケルン 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=117563&UserName=webuser5 

 

◇AUTUMN FAIR INTERNATIONAL【ギフト用品、家庭用品、食卓用品、文房具】 

2010 年 9 月 5 日（日）～2010 年 9 月 8 日（水）英国 / バーミンガム 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=127564&UserName=webuser5 

 

◇VICENZAORO Choice【宝石、貴金属、時計】 

2010 年 9 月 10 日（金）～2010 年 9 月 14 日（火）イタリア / ビチェンツァ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=128354&UserName=webuser5 

 

◇International Manufacturing Technology Show 

【金属製品、金型、工作機械・金属加工、製造・生産技術】 

2010 年 9 月 13 日（月）～2010 年 9 月 18 日（土）米国 / シカゴ 

http://www.jetro.go.jp/cgi-bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Docu

mentNo=64551&UserName=webuser5 

 

 

 

 



《お問い合せ先》日本貿易振興機構（ジェトロ）展示事業部 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 

TEL:03-3582-5541 FAX:03-3505-0450 

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

E-mail:j-messe@jetro.go.jp 

 



タイからの輸出希望企業リスト(2010.7月分）

No. Company ProductName

1 DAANVIR BROTHERS CO.,LTD.
Agricultural products(Rice,Beans,Sugar,Sago
Seeds),Sugar,Spices,Food Ingredients

2 PATTAYA FOOD & SERVICE CO.,LTD. Rice,Canned Pineapple

3 FRIENDSHIP IMPEX CO.,LTD. Jewelry Display,Packaging

4 NST FOOD INGREDIENTS LTD.
FOOD ADDITIVES, NATURAL COLOR,
FLAVOR,EXTRACT PRODUCTS

5 NAKHONSAWAN WANGDEE RICE MILL CO.,LTDRICE

6 LORPHOONPHOL RICE MILL CO.,LTD. RICE

7 RUNGPATTANA TEXTILE CO., LTD. Towels

8 SIAM WICKER CO.,LTD.
Wickerware,Basketry,Garden
Accessories,Terracotta,Houseaware,Pottery,
Glassware, Stationery

9 AALVEE TRADING INT'L (THAILAND) LTD. Canned Tuna, Sardine

10 TWIN CUPIDS INTERNATIONAL CO.,LTD.
Poly Resin Handpainted Gift,Souvenir,Premium
goods

11 PACHOKE WOOD Teak wood (Processed / Unprocessed)

12 ONGKORN SPECIAL FOODS CO.,LTD.
Frozen Shrimp,Canned
fruits,vegetable,fish,Fresh
fruits&vegetable,Frozen fruits&vegetable

13 ALMOND (THAILAND) LTD., Sterling 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



番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 財界九州　２０１０．７　Ｎｏ．１０３０ ㈱財界九州社 2010/06/22

2 日経ビジネス　２０１０．６．２１ 日経ＢＰ社 2010/06/22

3 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２８８ 東京商工リサーチ 2010/06/22

4 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　索引　２００９年４月～２０１０年３月 日本貿易振興機構 2010/06/23

5 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９３ 日本貿易振興機構 2010/06/23

6 「日本デザインの遺伝子」展　－講演記録集－ 日本貿易振興機構　展示事業部 2010/06/28

7 日経ビジネス　２０１０．６．２８ 日経ＢＰ社 2010/06/28

8
ＢＯＰビジネスのフロンティア　－途上国市場の潜在的可能性と
官民連携－

（財）経済産業調査会 2010/06/28

9 「日本デザインの遺伝子」展の記録 ＪＥＴＲＯ 2010/06/28

10 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２８９ 東京商工リサーチ 2010/06/28

11 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９４ 日本貿易振興機構 2010/06/30

12 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９０ 東京商工リサーチ 2010/07/02

13 中国経済　２０１０．７ 日本貿易振興機構 2010/07/05

14 交流　２０１０年６月 財団法人　交流協会 2010/07/05

15
平成２１年度　華南地域における日本食品市場と流通経路に関
する調査

日本貿易振興機構　農林水産部 2010/07/06

16 日経ビジネス　２０１０．７．５ 日経ＢＰ社 2010/07/06

ライブラリー近着図書(H22.6.21～H22.7.20)

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！！

★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。

※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。



番号 資料名 発行者名 受入年月日

ライブラリー近着図書(H22.6.21～H22.7.20)

17 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９５ 日本貿易振興機構 2010/07/07

18 デリー・スタイル
日本貿易振興機構　ニューデリーセン
ター

2010/07/07

19 中華民国　台湾投資通信　Vol.１７８ 中華民国経済部投資業務処 2010/07/09

20 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２２９１ 東京商工リサーチ 2010/07/09

21 日経ビジネス　２０１０．７．１２ 日経ＢＰ社 2010/07/13

22 ジェトロセンサー　２０１０．８ 日本貿易振興機構 2010/07/14

23 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２７９６ 日本貿易振興機構 2010/07/14

24 ＣＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＲＡＤＥ　ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ　２００７－０８ Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 2010/07/16

25 Ｓｅｏｕｌ　Ｆｏｏｄ　＆　Ｈｏｔｅｌ　２０１０　参加報告書
日本貿易振興機構　展示事業部　海外
見本市課

2010/07/16

26 中小企業白書　２０１０年版　ピンチを乗り越えて 中小企業庁 2010/07/16
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＊＊＊ 薩摩川内港（川内港）から世界へ!! ＊＊＊ 
（川内港貿易補助金及び寄港曜日変更等のご案内） 

 

 
【コンテナ船と移動式ハーバークレーン】        【コンテナヤード】       

 

１．外貿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／釜

山港を結ぶ国際定期コンテナ航路が開設され，釜山港を経由して中国・東南アジア地域を

はじめ，全世界を結ぶ貨物航路として順調に取扱量を伸ばしており安定したサービスの提

供を行っています。 

なお，平成２１年５月２２日から運航スケジュールの変更により，薩摩川内港がファー

ストポート（国内初寄港地）となりました。 
 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／台湾間のサービスが益々便利となり，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。 

また，平成１９年３月に，南九州西回り自動車道の『薩摩川内都ＩＣ』が開通したこと

や，『薩摩川内都－市来』間が無料区間であるため，薩摩川内港とのアクセスが更に充実し

ました。  

 
   ＜平成 22 年 6 月現在＞ 

航路名 

船舶名 

積み個数 

（20f コンテナ換算） 

船社 寄港曜日 寄港地 
船舶代理店 

協力会社 

韓国航路 

GLOBAL NUBIRA 

 

320 個 

興亜海運

株式会社

１便／週

（金） 

釜山(木)～薩

摩川内(金)～

三池(土)～八

代(土)～釜山

(日) 

日本通運（株）川内支店

0996‐22‐4171 

中越物産（株） 

九州流通事業所 

0996‐26‐3335 

 

２．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する。 

 



（２）補助金の額 

  １交付対象者１年度当たり３０万円を限度額とする。 

   ・コンテナ貨物  コンテナ１個当り２万円（コンテナ種別に関わらず同額） 

   ・バラ貨物    貨物１ｋｇ当り１円 

 

３．ＣＦＳ（Container Freight Station）の設置について 

“コンテナ１個に満たない小口貨物（輸出）でも取扱いが可能” 

薩摩川内港鹿児島谷山ＣＦＳと薩摩川内港ＣＦＳを設置し，コンテナ１個に満たない 

小口輸出貨物について，釜山経由で世界各地へ向けての輸送サービスを実施しています。 

 荷主は各ＣＦＳに貨物を運び込みますので，これまでのように県外等への長距離国内 

輸送をする必要がありませんので，輸送コストの軽減につながります。 

 是非ご利用下さい。 

 

【設置場所】 

 ・薩摩川内港鹿児島谷山ＣＦＳ 

  日本通運株式会社 鹿児島支店 鹿児島海運事業所 倉庫（保税蔵置場） 

  所在地：鹿児島市南栄４丁目４３番地 

  ＴＥＬ 099-269-6111（川内支店 0996-22-4171） 

 

 ・薩摩川内港ＣＦＳ 

  中越物産㈱九州流通事業所 Ｎｏ.１倉庫（保税蔵置場） 

  所在地：薩摩川内市港町字唐山６１１０番１９６（薩摩川内港内） 

   ＴＥＬ 0996-26-3335 

 

４．リーファーコンセントの口数について 

  ４４０Ⅴ：５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 合 せ】 

 

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 商工政策部 企業・港振興課 

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線４３５２）FAX ０９９６－２０－５５７０



１．志布志港の概要

　　志布志港は，日本の南の端に位置し東アジアに近いという地理的優位性から，九州で

　唯一の中核国際港湾に位置づけられ，国際物流拠点港として整備が進められております。

　　また，近年志布志港のコンテナ取扱貨物量は増加傾向にあり，これに対応するため，

　平成９年度から，新若浜地区に多目的国際ターミナルの整備を進めており，平成２１年

　３月には，国際コンテナターミナルの一部供用を開始したところです。

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月に供用を開始した，国際コンテナターミナルは，５万トン級のコンテナ

　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」　■■



３．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減免中。

（２）新若浜地区国際コンテナターミナルの野積場及びリーファーコンセントの使用料を

　　　１／２減免中（平成２１年度～平成２２年度の２年間限定）。

（３）食品を輸出する荷主に対して，コンテナ助成金（２万円／１本）を実施中。

　　　　　※（３）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２便）の計４航路週９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。

＜平成２２年６月現在＞

航路（開設） 運航会社 寄港頻度 寄　港　地 船舶代理店 航路開設

志布志⇔神戸　⇔　ＫＴＸ１～３

台湾・香港 ＯＯＣＬ １便/週 　ＫＴＸ１：高雄～香港～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 東洋埠頭㈱

航路 （土） 　　　　　　～蛇口～厦門 志布志支店

（週１便） 　ＫＴＸ２：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ～香港～厦門 099-472-8270

　ＫＴＸ３：蛇口～香港

東京船舶･ 鹿児島海陸

台湾・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 愛媛 １便/週 マニラ～高雄～基隆～那覇 運送㈱
航路 オーシャン （月） ～志布志～門司～中関～松山 志布志営業所

（週１便） ライン ～広島～細島～基隆～マニラ 099-472-8123

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～細島 志布志支店

（月） ～宇部～大分～釜山 099-472-8270

ＳＴＸ 日本通運㈱

ＰＡＮ ２便/週 釜山～志布志～徳山～釜山 志布志支店

OCEAN (火･土) ～志布志～釜山 099-472-1121

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～ 志布志支店

（金） 大分～博多～釜山 099-472-8270

東洋埠頭㈱

１便/週 釜山～志布志～清水～豊橋 志布志支店

（月） ～高知～岩国～釜山 099-472-8270

天津新港～大連～青島～

１便/週 福山～水島～広島～志布志 ㈱山下回漕店

（水） ～寧波～上海 099-472-1401

寧波～上海～伊万里～福山 東洋埠頭㈱

１便/週 ～水島～広島～志布志～ 志布志支店

（木） 天津新港～大連～青島 099-472-8270

上海～志布志～福山～

広島～徳山～上海【休止中】 ㈱上組

大連～伊万里～志布志～中関  志布志支店

～大連～青島～福山～高松 099-473-2486

～水島～広島～大連【休止中】

　　【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)3653　FAX 099(286)5632
　　　　E-MAIL　sbsport@pref.kagoshima.lg.jp 　　
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/

H15.6

H12.12

H11.11

H14.1

H14.3

H21.5

H18.4

外 貿 コ ン テ ナ 定 期 航 路 の ご 案 内

南星海運

中国航路
（週２便）

ＡＰＬ

韓国航路
（週５便）

休止中民生輪船

神原汽船

興亜海運

H18.4



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，商品紹介ほか。   
 
○（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貿易引合掲示板。引き合いの検索のほか，掲載も可能。 
 
○ＷＴＣ JAPAN 貿易引合掲示板    

  http://www.wtcjapan.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/  
  …国内外の取引き支援情報を発信。 都内中小企業取扱商品情報，輸出入取り扱い企業

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，どうぞご利用下さい。(http://www.kibc-jp.com) 




