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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

E-mail：ttcfkk＠thaitrade.jp

社団法人大阪国際見本市委員会

TEL：06(6612)3883　　FAX：06(6612)8585

タイ国際家具フェア2012（TIFF2012）出展者募集のご案内

今回のフェアで、第16回目の開催を迎える、タイ国政府商務省輸出振興局(DEP)の主催の家具業
界専門国際見本市「タイ国際家具フェア」ですが、今年は「FILL GREEN」と「FEEL GOOD」を
テーマに開催されます。 日本国内各地のタイ国政府商務省輸出振興局（DEP）出先事務所ではア
ジア最大級の家具・インテリア業界専門のフェアである本フェアへのご出展者の募集を行ってお
ります。

《開催概要》
【主催】タイ国政府商務省輸出振興局(DEP)
【後援】タイ家具工業連盟、タイ工業連盟家具工業部会
【開催日時】商談日2012年3月14日（水）～16日（金） 10：00-18：00

一般公開日2012年3月17日（土）～18日（日） 10：00-21：00
【会場】バンコク国際貿易展示場（BITEC）

(BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE)
【出展品目】
◎家具・家具部材:家具全般（寝室用・子供部屋用・ダイニングテーブル・椅子）など
◎インテリア用品・部材バスルーム関連・キッチン関連・ビルトイン部材など
【出展内容】タイ及び海外家具メーカー・輸出企業220社830ブース
【展示スペース】30,000平方メートル
【来場者数（見込み）】商談日 4,200人、一般公開日 20,000人
【来場国（見込み）】日本、米国、EU、アセアン、インド、中東、アフリカ、カナダ、オースト
ラリア

お問い合せ先

「CPhI Japan 2012」国際医薬品原料・中間体展出展のご案内

お問い合せ先

～関西の食産業が注目する専門展示会～

「安全かつ効率的な食品製造工程」「省力かつ快適な厨房・店舗設備・機器」

「おいしく安全な食品・食材」・・・来場者のニーズに合致する出展企業募集！

《開催概要》

【会期】 2012年9月12日（水）～14日（金）

【開場時間】 10:00から17:00（但し最終日は16:30まで）

【会場】 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）1号館、2号館

【主催】 社団法人 大阪国際見本市委員会

【出展者数】 251者

【出展小間数】 373小間

【登録来場者数】 17,611名

【詳細URL】http://www.fair.or.jp/food2012/index.html
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Information

担当　川島　TEL03-5402-8004 / FAX 03-5402-8005

日本アセアンセンター貿易部

大阪商工会議所 国際部 藤田、丸山

TEL: 06-6944-6400 FAX: 06-6944-6293

E-mail: fujita@osaka.cci.or.jp

「第6回カンボジア貿易展示会」のご案内

12月15日より首都プノンペンにて『第6回カンボジア貿易展』が開催されます。

インテリア製品や食品など多くのカンボジア製品の出展があります。この機会に成長著しいカ

ンボジアを訪問し、カンボジア製品をご覧ください。

《開催概要》

【展示会名】『第6回カンボジア貿易展』

(The 6th Cambodia Import-Exoprt & One Province One Product Exhibition) 

【期日】2011年12月15日(木)～18日(日)

（15-16日は貿易事業者を対象。17-18日は貿易事業者及び一般客を対象）

【会場】ダイヤモンドアイランド展示会場（プノンペン）

Diamond Island Convention & Exhibition Center (Phnom Penh) 

【展示カテゴリー】アパレル、アクセサリー、飲料、食品、手工芸品、家具、インテリア用品、

家電製品、建材、その他サービス等

【出展ブース数】326 (2010年実績) 

【来場者数】53,828人 (2010年実績) 

【詳細URL】http://www.asean.or.jp/ja/trade/member/event/2011/6th-cambodia-trade-expo

お問い合せ先

お問い合せ先

基本を押さえて中国市場を攻略！ 中国ビジネス法務セミナーのご案

本セミナーでは、中国市場で販売を行うにあたり、おさえておかなければならない基本的

な法律知識について、契約、物権、債権管理・回収、会社設立・運営、労働契約法などの分

野ごとに分かりやすく解説いただきます。ご関心をお持ちの皆様におかれましては、奮って

ご参加下さい。

《開催概要》

【日 時】２０１２年１月１８日（水） １３００～１７００

【場 所】大阪商工会議所 ４階 ４０１号会議室（大阪市中央区本町橋2-8）

【主 催】大阪商工会議所

【講 師】京都府立大学 公共政策学部准教授・米国ニューヨーク州弁護士 瀬々 敦子 氏

【定 員】100 名（定員になり次第、締め切ります）

【参加費】大商会員 10,000円、非会員 15,000円（テキスト代、消費税込み）

※１／１１までに参加費納入

【詳細URL】http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf11/120118chn.pdf
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Information

台湾貿易センター福岡事務所（担当：高本）

E-mail：ibo@mydome.jp

TEL：092-472-7461／FAX：092-472-7463

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw

 (財)大阪産業振興機構　国際経済支援課(IBO)　担当：見浪

TEL：06-6942-2674　FAX：06-6942-2258

お問い合せ先

お問い合せ先

「2012台湾国際ファスニング見本市」参観のご案内

中国法制度講座参加者募集中のご案内

IBO(国際経済支援課)では、世界第2位の経済大国に成長した中国。世界の工場から世

界の市場へと変貌した中国。しかし、進出している日本企業の多くは必ずしも成功して

いるとは言えない。その原因には、中国の法制度に対する知識不足と中国社会に対する

理解不足等から生じる問題です。現在の中国労働法・税制度等を理解し、貴社の中国ビ

ジネスを成功に導くため のキーワードは何か。講師は中国ビジネスの経験に基づいた説

得力のある講演が好評の仙波慶子氏です。ぜひご参加ください。
《開催概要》
【日時】 (1)平成23年11月16日(水)

(2)平成23年11月30日(水)〈全2回〉
ともに14時～17時

【会場】 マイドームおおさか8階「第5会議室」
(大阪市中央区本町橋2-5) 

【講師】 日中ビジネスサービス(有)代表 仙波慶子氏
【受講料】 4,000円(※講座テキスト含む) 
【定員】 20名(先着順) 
【申込み締切日】2011年11月14日(月)

【詳細URL】http://www.mydome.jp/ibo/seminar/

「台湾国際ファスニング見本市」は、ボルト、ナット、ネジやその製造設備等を取り揃えた締結部品専門

の見本市です。前回は台湾国内外から約8,700人が来場し、会場では2億米ドルを超える成約があり

ました。

台湾では抜群の実力を持つメーカーが集結しており、品質も高く、総合的なサプライチェーンを形成し

ており、幅広い需要に対応できます。ぜひ一度足を運んで台湾製品をご覧になられては如何でしょう

か？二年に一度の見本市ですので、お見逃しなく！皆様方の多数のご参加を心よりお待ちしておりま

す。

【開催概要】日時 2012年3月13日（火）～14日（水）午前9時～午後5時

【委託機関】台湾経済部国際貿易局

【主催】 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）、台湾区螺絲工業同業公会（TIFI）
【会場】 1.高雄ドーム（住所：高雄市左営区博愛二路757号／約270ブース）

2.漢神ドーム（高雄ドームに隣接／約130ブース）

【出展品目】ボルト、ナット、ネジ、締結部品製造設備、締結部品工具、計測機器、各種締結品

【公式サイト】http://www.fastenertaiwan.com.tw/
【出展規模（見込み）】250社、400ブース

【参観優遇のご案内】渡航費用や宿泊費用をご提供いたします！

※数に限りがございますのでお早めにお申込み下さい。（優遇お申込み期限：2/29水曜日）
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Information

ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

E-mail：kag@jetro.go.jp.

（公財）西日本産業貿易コンベンション協会

TEL. ０９３-５１１-６８００ ／ FAX. ０９３-５２１-８８４５

お問い合せ先

お問い合せ先

「ジェトロ世界貿易投資報告」セミナー

西日本インポートフェア２０１２出展のご案内

海外の優れた製品や生活様式を広く紹介することにより、消費者の輸入製品に対する

関心を一層高揚せしめ、経済・文化面での地域国際化をより円滑に推進するとともに、

国内流通における輸入製品の販路の開拓・拡大を図り、西日本地域の貿易の振興と産業

の発展に寄与する。

《開催概要》

【名称】 西日本インポートフェア２０１２

（WEST JAPAN IMPORT FAIR 2012）

【会期】 ２０１２年５月２日（水）～６日（日） ５日間

【開場時間】 午前10時～午後6時（最終日は午後5時まで）

【会場】 西日本総合展示場 新館

（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号）

【主催】 （公財）西日本産業貿易コンベンション協会

【開催規模】 面積（有効展示面積）屋内約８,０００m2（展示小間約３００小間）

【入場料金】 一般 ５００円（税込）

【入場予定者数】 ５万人

【出展申込期限】２０１２年２月１日（金）

ジェトロ鹿児島では、本年8月に発行された『ジェトロ世界貿易投資報告2011年版－国

際ビジネスを復興の力に－』（旧「ジェトロ貿易投資白書」）を基に、日本経済・産業

の動向、「日本ブランド」と「高い技術力」の強みを生かした国際ビジネスの可能性、

新興国市場への販路開拓など、震災復興に繋がる視点について解説するセミナーを開催

します。
皆様のご参加お待ちしています。

《開催概要》
【日時】2011年12月20日（火曜） 14時00分～16時00分
【場所】ホテルウェルビューかごしま 3階 「おしどりの間」（鹿児島市与次郎2-4-25）
【講師】ジェトロ海外調査部 主任調査研究員 内田 淳
【主催・共催】ジェトロ鹿児島、社団法人鹿児島県貿易協会

【後援主催・共催】鹿児島県（予定）
【参加費】無料

【定員】30名 （先着順）
【お申し込み締め切り】2011年12月16日（金曜）
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◇JFW インターナショナル・ファッション・フェア
（JFW-IFF) 1月展
【衣料、アクセサリー、皮革、履物】

1月25日（水）～1
月26日（木）神戸
国際展示場

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146760&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=149958&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=150173&UserName=webu
ser5

1月18日（水）～1
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇第4回 国際 カーエレクトロニクス技術展【自動
車（部品・製造関連機器）】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145442&UserName=webu
ser3

1月18日（水）～1
月20日（金）パシ
フィコ横浜

◇第36回 日本ショッピングセンター全国大会「SC
ビジネスフェア2012」
【流通業、フランチャイズビジネス、地域的ビジネ
ス】

◇第7回 大阪モーターショー【自動車（部品・製造
関連機器含む）】

1月20日（金）～1
月23日（月）イン
テックス大阪

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=149918&UserName=webu
ser5

◇第141回 2012夏・日本グランドシューズコレク
ション【履物】

◇第29回 エレクトロテスト・ジャパン【精密・測定・
試験機器】

1月25日（水）～1
月27日（金）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138059&UserName=webu
ser5

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=149860&UserName=webu
ser5

Information

開催期間 見本市名 URL

1月18日（水）～1
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇TOKYO AUTO SALON 2012 with NAPAC　(東
京オートサロン2012)
【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?Archiv
eId=1&DocumentNo=149861&UserName=webu
ser5

1月18日（水）～1
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇第4回 次世代照明 技術展 (ライティング ジャ
パン)
【照明、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145437&UserName=webu
ser5

1月18日（水）～1
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇第41回 インターネプコン・ジャパン (エレクトロ
ニクス製造・実装技術展)
【電気・電子、その他の産業用機器、製造・生産
技術】

1月13日（金）～1
月15日（日）幕張
メッセ

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=149856&UserName=webu
ser5

1月18日（水）～1
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇第2回 クルマの軽量化 技術展【自動車（部品・
製造関連機器含む）】

見本市情報

～国内開催見本市～
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2月16日（木）～2
月19日（日）イタ
リア / ミラノ

2月16日（木）～2
月20日（月）中国
/ 香港

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=147353&UserName=webu
ser4

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=141850&UserName=webu
ser4

◇The Singapore Airshow 2012【航空・宇宙関連
機器、設備】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=136351&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148004&UserName=webu
ser4

◇Hong Kong International Jewellery Show (香港
国際宝石展)
【宝石、貴金属、アクセサリー】

2月14日（火）～2
月19日（日）シン
ガポール

◇International Tourism Exchange【観光・旅行】

◇第14回中国国際カー用品及びチューニング
カー展示会(CIAACE 2012)
【自動車（部品・製造関連機器）、自動車補修・
サービス用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=144767&UserName=webu
ser3

◇CEVISAMA Home Skin 2012【ガラス、セラミッ
ク、建築・建設】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148287&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148451&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=147155&UserName=webu
ser3

URL

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=126449&UserName=webu
ser4

2月28日（火）～3
月3日（土）イタリ
ア / ミラノ

◇IPACK-IMA - PROCESSING, PACKAGING &
MATERIAL HANDLING【包装】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=121566&UserName=webu
ser4

2月8日（水）～2月
9日（木）カナダ /
バンクーバー

◇Buildex Vancouver 2012【建築・建設、不動産】

2月27日（月）～3
月1日（木）中国
/ 北京

◇北京　オートメンテナンス＆リペア【自動車補
修・サービス用品】

開催期間 見本市名

2月28日（火）～3
月3日（土）ドイツ
/ シュトゥットガ
ルト

◇Leading world Trade Fair for Roller Shutters,
Doors/Gates and Sun
　Protection Systems【建築・建設】

2月7日（火）～2
月10日（金）スペ
イン / バレンシ
ア

2月14日（火）～2
月17日（金）中国
/ 北京

2月10日（金）～2
月14日（火）ドイ
ツ / フランクフル
ト

◇Frankfurt International Fair Ambiente 2012
【ギフト用品、販促用品、家具・インテリア用品、家
庭用品、食卓用品】

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. Company WebPage ProductName

1
BIODEGRADABLE
PACKAGING FOR
ENVIRONMENT

http://www.thaibpe.com/ BIODEGRADABLE FOOD PACKAGE

2
NATURE CORNERS
CO.,LTD.

http://www.naturecorners.co.th
FURNITURE(HANDWOVEN SYNTHETIC
RATTAN)

3
THANULUX PUBLIC
CO.,LTD.

http://www.thanulux.com
OEM CLOTHING(MEN7S, LADIES' &
CHILDREN'S),LEATHER GOODS

4
ASIAN SUPREME FOOD
CO.,LTD.

http://asiansupremefood.com
SAUCE,SEASONING,PASTE,HEALTHY
DRINK,OEM FOOD PRODUCTION(PRESERVED
FOOD),PRESERVED FRUITS,VEGETABLE

5
POLYTEX INDUSTRY
CO.,LTD.

http://www.polytexonline.com Autoparts(Brake pad,shoe,lining)

6 ROI-IN CO., LTD. http://www.roi-in.co.th WOODEN FURNITURE

7
UNION GLASS CO.,LTD.
(THAILAND)

http://www.unionglassthai.com Glassware, Glass Kitchenware & Houseware

8 PURI CO., LTD. www.panpuri.com
SKIINCARE PRODUCTS, ORGANIC SPA,
HOME FRAGRANCE

9
CHANTABURI GEM &
JEWELRY TRADRES ASS.

http://www.cga.or.th/ Gems & Jewelry

10
NAVDEEPAK
CORPORATION CO.,LTD.

http://www.navdeepakcorp.com
Charcoal,A4 Copy Papar,Rubber Bands,Lever
Arch Files, Cotton Gloves

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（2011.11月分)
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＊＊＊ 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。

   ＜平成 23 年 6 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】 【コンテナヤード】
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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

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，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８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４便），中国航路（週２便）の計４航路週８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/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)3653　FAX 099(286)5632　E-MAIL sbsport@pref.kagoshima.lg.jp
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/
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(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㈱ 空港営業所所長

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。

貿 易 相 談 の ご 案 内
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新規入会会員の募集について

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】：107 社（平成 23 年４月 1 日現在）

【役員】：会長 丹下 甲一

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】3,000 円

【会費】普通会員費・・・・月額 2,000 円

    特別会員費・・・・月額 2,500 円

    賛助会員費・・・・年額 1 口 50,000 円

※特別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。

※賛助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) 
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