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～「ポスト万博」上海経済の動向と展望～ 

 
鹿児島県上海駐在員 木下 栄一 

 
１ はじめに 

 2010年 10月 31日、国家的プロジェクトとして 184日間の会期で開催されていた「上海
国際博覧会」が、入場者数 7300万人を記録して、成功裏に閉幕した。 
 上海万博の閉幕にともない、よく指摘されるのが「不動産バブルの崩壊」である。図表

１に示されるように、上海万博に向けた大規模なインフラ整備のための固定資産形成投資

が、2000年代中平均 10％を超える上海市の高度経済成長を牽引していた面は否定できない。 
 しかし、上海市の経済段階は、より成熟した「消費経済」へと移行しつつある。また、

万博前と比較すると、上海市内の交通を中心としたインフラ整備は減少するものの、今後

は、隣接する江蘇省及び浙江省を結ぶ交通ネットワークのインフラ整備によって、グレー

ター上海（華東）経済圏の一体化が促進されることになる。 
 「ポスト万博」上海経済の動向を、過大または過小評価することなく、冷静に観察して

いきたい。 
 

図表 1 上海市における固定資産形成の推移 

 
（出所）上海市統計局 Web より筆者作成。 

 

２ 尖閣諸島問題と上海経済 

 万博閉幕が迫った 2010 年９月、尖閣諸島問題に端を発した日中政府間の政治的緊張が、
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両国間の経済交流の阻害要因になるのではと懸念された。実際、中国政府は日本企業の製

造部品の原料に使用されるレア・アースの輸出禁止や輸出入通関のサンプル検査厳格化、

あるいは訪日観光旅行の販売自粛に関する非公式通達など、日本経済に対する圧力と受け

取られるような措置を講じた。 
 このような中国政府の動向、ひいては、一部中国国民の「反日デモ」などの抗議活動を、

日本側マスコミは、連日、詳細に伝え、日本国民に大きな衝撃を与えた。 
 私が勤務する上海事務所に対しても、地元マスコミや訪中計画している自治体あるいは

企業関係者から、上海市内の様子や市民の対日感情に対する問い合わせが多数寄せられた。 
 正直、日本側の報道過熱ぶりと現地市内の状況の落差は大きく、問い合せを受ける私自

身が戸惑うほどであった。 
 例えば、尖閣諸島問題を複雑化・長期化させることになった、中国側船長の釈放をめぐ

る日中政府間の軋轢がピークを迎えつつあった９月中旬に、上海市内で開催された「2010
日本消費品展」1に鹿児島県ブースを出展した。同展示・販売会では、上海 City Superや地
元インポーターとも協力し、鹿児島県の代表的産品である焼酎、さつま揚げ、黒酢、漬物

など 28アイテムを出展・販売したが、さつま揚げ及び漬物は完売、鰹節は予想以上の売り
上げなど、上海消費者の好意的な反応を伺うことができた（図表２参照）。 
  

図表 2 「2010日本消費品展」鹿児島県ブースの様子 

  
（出所）筆者撮影。 

 
図表３のグラフが示すように、2000年時点と比較すると、2008年時点は各所得階層間の
所得格差は大きくなっている。しかし一方で、上位階層の富裕層だけでなく、下位階層の

市民所得も確実に向上しており、これによって旺盛な購買意欲が担保されているといえる。 
今回の「消費品展」においても、最も売れ筋であった商品は、単価当たり 100RMB（≒

1,300円）を超えるような焼酎や黒酢などの奢侈品ではなく、20～30RMB（≒300円～500
円）の価格帯の日用食品であった。試食して「美味しい」と思った場合に、多少高くても、

それを「お試し購入」できる上限価格帯が、現状では 20～30RMB 程度であるといえる。
鹿児島県産品そのものに対する上海市民への浸透・認知度が十分とはいえない状況下では、
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テスト・マーケティングにおける販売価格の設定を、20～30RMB程度に近づけていくこと
も、重要な課題である。 
以上の事例からも明らかなように、少なくとも上海市民の経済成熟度は、政治レベルの

動向に左右されない程には成熟しつつあり、「良い商品」や「適正価格」を判断し、購入で

きる水準に達しつつあるといえる。 
 

図表 3 上海市における所得階層別一人当たり可処分所得 

 
（出所）『上海統計年鑑』から筆者作成。 

 

３ グレーター上海（華東）経済圏の勃興 

 上記の消費経済への移行が、上海経済の「質的深化」であるならば、現在、上海市と隣

接省である江蘇省・浙江省の経済的一体化を促進するためのインフラ整備は「量的拡大」

といえる。 

 上海における他地域との鉄道交通ネットワークの整備（「上海虹橋ハブ交通」プロジェク

ト）によって、空港と鉄道のアクセスを改善するとともに、都市間の移動時間の短縮化が

図られている。これにともなう主要都市間の移動所用時間は以下のようになる。 

 

 上海－南京（江蘇省省都） → 最短 73分（2010年 7月 1日開通） 
 上海－杭州（浙江省省都）   最短 45分（2010年 10月 26日開通） 
 上海－北京        → ４時間台（2011年 6月開通予定） 

 
 特に、南京及び杭州の空間的距離が短縮化されることによる地域経済の一体化及びその

経済的インパクトは、「九州新幹線全線開業」が間近に迫った我々にとっても、実にわかり
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やすいものと考える。両省とも中国では裕福な地域に位置付けられ、日系企業も多数進出

している地域として、従来から「グレーター上海（華東）」経済圏と呼ばれてきたが、今後

は、市場の一体化が促進されることで、一つのマーケットとして有望な地域になってきた

といえる。 
 江蘇省は、鹿児島県が長年友好交流関係を深めている省であり、薩摩川内市や南さつま

市は同省傘下の市と姉妹都市関係にもある。これらの関係を生かしながら、江蘇省マーケ

ットへのアプローチを進めていく環境は整いつつあるといえる。 
 

４ おわりに 

 昨年７月１日に鹿児島県上海事務所が開設されて以降、尖閣諸島問題や上海万博の閉幕

などの事件は起こったが、依然として、県内企業関係者や自治体公式訪中団の来訪は途絶

えない状況であり、鹿児島県側の中国に対する高い関心が伺える。 
 上海事務所としては、これらの高い関心・ニーズを踏まえて、企業や自治体の戦略的ア

プローチを可能にする情報収集・提供に努めていきたいと考えているので、興味・関心の

あるテーマや分野などに関する意見をよろしくお願いしたい。 
 
                                                   
1 2010年 9月 17日～9月 20日の会期で上海会展有限公司主催。日本経済新聞社、みずほコーポレート銀
行、ヤマト運輸などが後援。衣・食・住・レジャーなどの企業・自治体約 120社・団体が出展。初日は約
5000人の上海市民が訪れ、鹿児島県ブースが人気となり、日本経済新聞でも「鹿児島県のブースで特産品
を買い求める中国の消費者」と写真入りで紹介された（2010年 9月 18日付け日本経済新聞・企業１面）。 
 
 
 
《連絡先》 
 社団法人鹿児島県特産品協会上海駐在事務所 
 （鹿児島県上海事務所） 
  ℡：（+86）021－6237－2233   FAX：（+86）021－6208－2730 
  E-mail：kagoshima@k-p-a-sh.com 
  
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

トを毎月掲載しています。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

お待ちしております。 
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info@beautyworldjapan.com

Information

マイクロマシン／ＭＥＭＳ展事務局　メサゴ・メッセフランクフルト株式会社

Tel. 03-3262-8446  Fax. 03-3262-8442 

 E-mail: info@micromachine.jp 

メサゴ・メッセフランクフルト株式会社

TEL:03-3262-8453 　FAX:03-3262-8442

第22回マイクロマシン/MEMS展出展のご案内

　マイクロマシン／ＭＥＭＳ展は、世界最大規模のＭＥＭＳ、超精密・微細加工、ナノテ
ク、バイオに関する専門見本市です。

【名称】： 第22回マイクロマシン／ＭＥＭＳ展
【会期】： 2011年7月13日[水]～15日[金]
　　　　　　午前10時～午後5時
【会場】：東京ビッグサイト（東京国際展示場）　東ホール
【主催】：財団法人マイクロマシンセンター(MMC)
【オーガナイザー】 メサゴ・メッセフランクフルト株式会社
【入場料】：1,000円　（但し、出展者・業界関係者にはご招待状を無料配布）
【同時開催カンファレンス】第17回国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム
・ BEANSプロジェクトセミナー
・ MEMS実装・パッケージングフォーラム
・ 日独マイクロナノ・ビジネスフォーラム
・ TIA-NMEMS シンポジウム
・ ＭＥＭＳ協議会産学連携ワークショップ
 
 《お申込方法》
ご出展希望の方は、出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印の上、
事務局まで送付ください。

お問い合せ先

ビューティワールドジャパン出展のご案内

　1998年の初開催以来、ビジネスの拡大を目指す出展者と新製品やサービスを求める来場者
に貴重な出会いの場を提供してきたビューティーワールド ジャパンは、新たなトレンドを
発信する日本最大の国際ビューティー見本市です。
　新規販路の拡大、新商品発表、顧客ニーズをつかむマーケティングの場として、ビュー
ティーワールド ジャパンへのご出展を是非ご検討ください。

《開催概要》
【会　期】 2011年5月16日（月） 18日（水）
【会　場】 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
【主　催】 メサゴ・メッセフランクフルト（株）
【入場料】 \3,000（但し、業界関係者で招待状持参者、Web来場事前登録者は無料）
【開催時間】午前10時 午後6時（最終日は午後5時まで）
【併催企画】出展者プレゼンテーション
　　　　　　各種メインステージセミナー
　　　　　　国際ネイルフォーラム
【搬入 準備】2011年5月14日（土） 15日（日）
【搬出 撤去】2011年5月18日（水）見本市終了後、即日撤去
《出展申込締切》2011年3月4日[金]

お問い合せ先
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TEL：092-472-7461　FAX：092-472-7463

E-Mail：fukuoka@taitra.org.tw

kmjpn@koelnmesse.jp 

Tel: 03-5418-6245　Fax: 03-5418-6246

台湾貿易センター　福岡事務所

Information

ケルンメッセ株式会社

タイフェックス2011出展のご案内

　タイフェックスには、世界各国の業界関係者が集まり、新たな商談や
ビジネスコンタクトが得られます。
是非海外市場進出の一歩として、このチャンスをご利用ください。

《開催概要》
【展示会名称】Thaifex - World of food ASIA
【主催】ケルン見本市会社
【会期】 2011年5月25日（水）～29日（日）
【開催時間】5月25日～27日　10:00 ～ 18:00
　　　　　　5月28日～29日　10:00 ～ 20:00
【会場】IMPACT, Bangkok
【入場資格】 5月25日～27日　専門業者のみ
　　　　　　5月28日～29日　一般開放日
【開催頻度】毎年
【展示商品】一般食品、菓子類、ケータリング業者、食品技術、
　　　　　ホスピタリティ・サービス、小売・フランチャイズ
【メッセ・データ】（2010年値）
【出展者数】 24ヵ国992社 外国企業比率45%
【来場者数】 101ヵ国105,959人 うち専門バイヤー数21,401人

お問い合せ先

 
　LED産業は台湾で現在最もホットな産業の一つです。第二回目となる「台湾国際照明科学
技術見本市」が2011年3月に台北で開催されます。
　台湾政府は、LED産業をグリーン産業の一つと位置づけ、重視しています。2回目の開催と
なる今回は、出展社、来場者ともに大幅な増加が見られると予想されますのでこの機械に是
非ご来場ください。
《開催概要》
【名称】台湾国際照明科学技術見本市(台湾国際ライティング見本市)
【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）
　　　　台湾区照明灯具輸出業同業公会(TLFEA)
【後援】台湾経済部（日本の経済産業省に相当）国際貿易局
【日時】2011年3月18日～21日
【会場】台北世界貿易センター　展示１ホール（台湾台北市信義路5段5号）
【展示内容】照明器具全般（家庭用、業務用、工業用、オフィス用、屋外用）、LED技術、
部品、コントロールシステム、生産設備、計測関連etc
【公式サイト】http://www.tils.com.tw/
【出展数】300社（ 去年170社）
【参観申込】http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html

お問い合せ先

台湾国際照明科学技術見本市(台湾国際ライティング見本市)参観受付
中
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E-mail：FAB7@jetro.go.jp

TEL：03-3582-5546　FAX：03-3582-7378

E-mail：foodtaipei2011@jetro.go.jp

海外見本市課　担当：竹内、望月、堤

TEL：03-3582-5183　FAX：03-3505-0450

農林水産事業課　担当：大澤、小池

Information

◇会期：2011年6月22日（水）～25日（土）4日間
◇開催地：台湾・台北
◇会場：台北ワールド・トレード・センター（TWTC） 南港ホール
◇主催者：Taiwan External Trade Development Council（TAITRA）
◇展示面積：30,050平方メートル（FOOD TAIPEI 2011ウェブサイトより）
◇出展企業・団体数：959社・団体（FOOD TAIPEI 2010実績）
◇出品国数：24カ国・地域 （FOOD TAIPEI 2010実績）
◇来場者数：59,593人（FOOD TAIPEI 2010実績）
◇出品料：通常出品料：167,000円
　　　　　(ジェトロ・メンバーズ/農水産情報研究会割引：158,650円)
　　　　　補助なしの出品料：334,000円
　　　　　(ジェトロ・メンバーズ/農水産情報研究会割引：317,300円)
◇申込締切：2月10日（木）17：00　申込書類必着

お問い合せ先

日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内

　シンガポール国際水週間は、世界中から水処理に関わる政策立案者、指導者、専門家、事
業者等が一堂に会する世界有数の「水」に関するイベントです。
　ジェトロは、第4回目となるシンガポール国際水週間の水エキスポにジャパンパビリオン
を設け、参加します。
　貴社水処理技術のPR、新規取引先の発掘、水市場の情報収集の場としてぜひご活用くださ
い。

◇会期：2011年7月5日（火）～7日（木）
◇開催地：シンガポール
◇会場：サンテック・シンガポール国際会議・展示センター
◇対象分野：水関連技術・サービス
◇出品料（（1小間：3m×4m=12平米　予定）：
　【中小企業料金】
　　[標準ブース]　　輸送あり　370,000円、輸送なし　260,000円
　　[スペースのみ]　輸送あり　270,000円、輸送なし　160,000円
　【一般料金】
　　[標準ブース]　　輸送あり　730,000円、輸送なし　520,000円
　　[スペースのみ]　輸送あり　540,000円、輸送なし　330,000円
　　※スペースのみの場合4小間以上のお申込に限ります。
◇申込締切：2011年2月15日（火）※小間が埋まり次第締め切ります。
◇出品料入金期限：2011年3月15日（火）

お問い合せ先

日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内
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ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

TEL：099-226-9156

先端技術交流課　担当：石原、大下、伊藤、星野

TEL：03-3582-4631　FAX：03-3582-7508

E-mail：nano2011@jetro.go.jp

Information

日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内

　ジェトロは、2月に開催される展示会「nano tech 2011」で実施する「海外ﾊﾞｲﾔｰ商談
会＠nano tech 2011」の参加者を募集します。
▼詳細はこちら
http://www.jetro.go.jp/events/nano2011/
◇日時：
　2月16日（水）15:00～17:00　海外ﾊﾞｲﾔｰによるﾆｰｽﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
　2月17日（木）10:00～17:00　商談会
　2月18日（金）10:00～17:00　商談会
◇場所：東京ビッグサイト　nano tech 2011会場内
　　　　【ニーズプレゼンテーション】インシアター（東5ホール）
　　　　【商談会】ジェトロブース（東6ホール　ブースNo.F-35）
◇主催・共催：ジェトロ、ナノテクノロジービジネス推進協議会
【商談会概要】
　（商談形式）
・ジェトロブース内に設置した商談ブースにて個別商談会を実施。
・1商談あたり40分。
・日英通訳付（無料）
・事前申込制
　※商談枠に空きがある場合には、会期中のお申込みで商談いただける場合もありま
す。
◇参加費： 無料

お問い合せ先

実務に役立つ!貿易実務講座（初級編）のご案内

　鹿屋市とジェトロ鹿児島は、トレードコンシェルジェStreet Smartの法嶋由昭氏をお
招きし、貿易に興味のある方、あるいは、これから貿易実務に携わる方を対象に標記講
座を開講します。
　今回は初級者向けのコースをご用意しておりますので、貿易実務を実践的に学びたい
方はもちろん、企業の貿易担当者、あるいは、現在実務に従事されている方も復習を兼
ねた講座として最適かと存じます。是非この講座をご活用くださいますようご案内申し
上げます。

《開催概要》
日時：2011年2月22日（火）9：30～16：30（12：00～13：00昼休憩）
会場：リナシティかのや　2階情報研修室（予定）（鹿屋市大手町1番1号）
定員：30名程度（先着順）
受講料：3,000円（テキスト代含む）
申込締切：2011年2月18日（金）
共催：鹿屋市、ジェトロ鹿児島
後援：(社)鹿児島県貿易協会

お問い合せ先
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Information

開催期間 見本市名 URL

2/1～2/4
東京ビッグサイト

◇第71回東京インターナショナル・ギフト・ショー
　　春 2011
【ギフト用品、手工芸品、販促用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=133796&UserName=webuser3

2/1～2/4
パシフィコ横浜

◇テクニカルショウヨコハマ 2011
　(第32回工業技術見本市)
【電気・電子、精密・測定、生産技術、環境】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=135569&UserName=webuser1

2/15～2/17
国立代々木競技
場　第1体育館

◇rooms 22
【繊維・衣料、アクセサリー、履物】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=132270&UserName=webuser3

2/8～2/10
東京ビッグサイト

◇第45回 スーパーマーケット・トレードショー2011
【店舗設備、包装、食・飲料、フランチャイズ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=135574&UserName=webuser1

2/11～2/13
インテックス大阪

◇OSAKA AUTOMESSE 2011（大阪オートメッセ）
【自動車用品・部品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=135579&UserName=webuser1

2/16～2/18
東京ビッグサイト

◇nano tech 2011
 (第10回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議)
【先端技術、新素材、化学、環境】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=133491&UserName=webuser1

2/16～2/19
幕張メッセ

◇2011 モバックショウ
 （第22回国際製パン製菓関連産業展）
製造・生産技術、品質管理、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=111982&UserName=webuser1

2/22～2/25
東京ビッグサイト

◇HCJ2011（第39回HOTERES JAPAN/第32回
フード・ケータリングショー/第11回厨房設備機器
展）
【ホテル、レストラン、ケータリング】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=130995&UserName=webuser1

2/17～2/18
パルスプラザ

◇京都ビジネス交流フェア 2011
 (ものづくり加工技術展)
【製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136253&UserName=webuser1

2/18～2/20
東京ビッグサイト

◇第45回ジャパンゴルフフェア2011
(45th JAPAN GOLF FAIR 2011)
【スポーツ、趣味、店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=136182&UserName=webuser1

見本市情報

～国内開催見本市～
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2/14～2/17
ｽﾍﾟｲﾝ / ﾊﾞﾙｾﾛ
ﾅ

◇GSMA Mobile World Congress 2011
【通信】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=133787&UserName=webuser4

◇FRUIT LOGISTICA 2011
【農林水産業、食・飲料、物流、貯蔵】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=117159&UserName=webuser4

2/9～2/11
ドイツ / ベルリン

2/8～2/11
ｽﾍﾟｲﾝ /ﾊﾞﾚﾝｼｱ

◇CEVISAMA Home Skin 2011
【セラミック、建築・建設、衛生設備】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=126077&UserName=webuser4

開催期間 見本市名 URL

2/7～2/11
ロシア / モスク
ワ

◇18TH INTERNATIONAL EXHIBITION FOR
FOOD, BEVERAGES AND FOOD RAW
MATERIALS
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=131910&UserName=webuser4

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=130740&UserName=webuser1

2/16～2/19
ﾄﾞｲﾂ / ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙ
ｸ

◇Vivaness 2011 - Trade Fair for Natural
Personal Care and Wellness
【ヘルスケア、保健産業、保健用品、化粧品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=123065&UserName=webuser5

◇EuroShop 2011 - The Global Retail Trade Fair
【店舗用設備・機器、ディスプレイ、物流、経営管
理】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=118363&UserName=webuser5

2/25～2/27
中国 / 北京

◇The 12th China Int'l Expo For Auto
Electronics, Accessories, Tuning & Care
Products
【自動車（部品）、自動車補修・サービス用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=128728&UserName=webuser5

2/15～2/17
チェコ / ブルノ

◇INTERNATIONAL FASHION FAIRS STYL and
KABO
【衣料、履物】

2/27～3/2
アラブ首長国連
邦 / ドバイ

◇Gulfood 2011
【食・飲料、食品加工、包装、ホテル】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=127781&UserName=webuser5

2/26～3/2
ﾄﾞｲﾂ/ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙ
ﾌ

～海外開催見本市～

見本市情報

Information
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No. Company ProductName

1 ROYISAL CO.,LTD. Silver,Fashion Jewelry

2 INDEX INTERFURN CO.,LTD. Furniture(for home,office,outodoor,etc.,)

3 UNITED SEA CO.,LTD.
LPG automotive parts
&follift,Carburetor,Converter,Throttle
Body,Fuleock Filter

4 PATTAYA FOOD & SERVICE CO.,LTD. Jasmine Rice, White Rice

5 I AM BEAUTIFUL CO.,LTD. Soap

6 MAS CHOICES CORPORATION LTD., Canned vegetable, fruits, tuna, mackerel

7 CHIANGMAI BONAKA IMPORT-EXPORT LTD.,PHand made mulberry paper (saa paper)

8 ASIAN INTERTRADE RICE EXPORT CO.,LTD. Rice, General Food

9 HQ GROUP CO.,LTD.
Paper(handmade, milled, recycled,printed
etc.,),Greeting card, packaged paper products

10 VC BAMBOO INDUSTRY LTD.,PART. BAMBOO FURNITURE, PRODUCTS

11 ROI-IN CO., LTD. Quality furniture with unique design

12 LIMSAKDAKUL AGRICLUTURAL AND INDUSTR
Grains(maize, corn,soy bean,sesame seeds,
rice,Jjb's teas, pulses, beans)

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（2010.12月
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 海外の食品産業　Ｎｏ．２７１ 日本貿易振興機構 2010/11/22

2 海外の食品産業　Ｎｏ．２７２号 日本貿易振興機構 2010/11/22

3 マレーシアハンドブック　２０１１
マレーシア日本人商工会議所（ＪＡＣＴＩ
Ｍ）

2010/11/24

4 財界九州　２０１０．１２　Ｎｏ．１０３５ （株）財界九州社 2010/11/24

5 日経ビジネス　２０１０．１１．２２ 日経ＢＰ社 2010/11/24

6 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８１４ 日本貿易振興機構 2010/11/26

7 アジ研　ワールド・トレンド　２０１０．１１　Ｎｏ．１８２ アジア経済研究所 2010/11/26

8 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８１５ 日本貿易振興機構 2010/12/02

9 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２３１１ 東京商工リサーチ 2010/12/02

10 アジア経済研究所年報　２００９－２０１０ アジア経済研究所 2010/12/02

11 日経ビジネス　２０１０．１１．２９ 日経ＢＰ社 2010/12/02

12 ＢｏＰビジネス戦略　新興国・途上国市場で何が起こっているか 野村総合研究所 2010/12/06

13 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２３１２ 東京商工リサーチ 2010/12/06

14 アフリカＢＯＰビジネス　市場の実態を見る ジェトロ 2010/12/06

15 中国経済　２０１０．１２ 日本貿易振興機構 2010/12/07

16 日経ビジネス　２０１０．１２．６ 日経ＢＰ社 2010/12/07

ライブラリー近着図書(H22.11.21～H22.12.20)

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。
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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(H22.11.21～H22.12.20)

17 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８１６ 日本貿易振興機構 2010/12/13

18 ＴＳＲ情報　Ｎｏ．２３１３ 東京商工リサーチ 2010/12/13

19 現行輸入制度一覧　平成２２年度版 経済産業調査会 2010/12/13

20 Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８１７ 日本貿易振興機構 2010/12/17

21 ＬＩＮＫＳ　Ｎｏ．８ 日秘商工会議所 2010/12/17

-13-



- 1 -

104.8 115.7%
1,076 10 232 k

-14-



- 2 -

-15-



- 3 -

-16-



- 4 -

69.4%

10.5%

10.1%

9.9% 
0.1% 

91.4%

7.5% 

0.8% 0.2% 

0.1% 

-17-



-18-

1



-19-

2



-20-

3



-21-

4



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



＊＊＊ 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。 

 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。 

 

※本年６月より，『市来－鹿児島西』の区間は，国土交通省の高速道路無料化社会実験の対

象区間に選定され，『薩摩川内都－鹿児島西』まで無料区間となっております。 

 
   ＜平成 22 年 11 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(写真)】 【コンテナヤード(写真)】 
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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 

  １交付対象者単年度当たり３０万円を限度額とします。 

   ・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 

 

４．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 

５．リーファーコンセントの口数について 

  ４４０Ⅴ：５口   ※平成２２年度中に１０口の増設予定 

 

６．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。 
 

 ７．３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 商工政策部 企業・港振興課 

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線４３５２）FAX ０９９６－２０－５５７０ 
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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」　■■
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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７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

ＯＯＣＬ 志布志⇔神戸　⇔　ＫＴＸ１～３

台湾・香港 ※志布志⇔神戸間 １便/週 　ＫＴＸ１：高雄～香港～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 東洋埠頭㈱

航路 内航フィーダー （土） 　ＫＴＸ２：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ～香港～黄埔～厦門 志布志支店

（週１便） 井本商事㈱ 　ＫＴＸ３：基隆～香港～黄埔～厦門 099-472-8270
山九(株)

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～釜山 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
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 貿 易 相 談 の ご 案 内  
            
(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～ 

 
担 当 アドバイザ－ 役職名 
実 務 弓場 秋信  弓場貿易㈱ 代表取締役 
通 関 溝口 清文  ㈱共進組 取締役副会長 
通 関 日置 建一  鹿児島海陸運送㈱ 
通 関 平野 孝文  日本通運㈱志布志支店 支店長 
金 融 有薗 純一  南日本ファイナンス㈱ 代表取締役 

  

金 融 梅 允中  ㈱鹿児島銀行 営業支援部アジア貿易推進室長 
 
 
 
 ※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。  
 
 

相談料 

無料！！ 
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IBPC

(http://www.kibc-jp.com)
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