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～韓国における知的財産権について～ 

 

(財)自治体国際化協会ソウル事務所  岡元 隆太郎 

 

 
 この年末年始、鹿児島は大雪に見舞われましたが、ソウルも雪の年末年始となりました。ま

た、つい先日も大雪に襲われたのですが、その後に続く強烈な寒波のために気温が零度を

上回ることがほとんどなく、雪が融けないままあちらこちらに残っています。そんな中でも韓

国にやってくる日本人観光客は多いようで、K-POPの影響もあるのでしょうか、韓流人気を

感じさせられます。 

 さて、そんな身近になった韓国ですが、一度いら

したことのある方なら、ソウルや釜山の街でこのよう

な看板をご覧になったこともあるかと思います。ま

た、観光地として日本人がよく訪れる南大門市場、

東大門市場などを歩いていると、上手な日本語で

「お兄さん、かばん（または時計）要らない？完璧

な偽物あるよ」などと声をかけられたりもします。 

 韓国で見かける商品には、日本の商品と非常に

似たものがあります。必ずしも全てが模倣・コピーと

は限らないかもしれませんが、結構な数のコピーと思われる商品があふれています。 

 そこで、今回は韓国における知的

財産権について簡単にご紹介した

いと思います。 

 

 いわゆる知的財産権には、特許権、

実用新案権、商標権、デザイン権

（意匠権）の総称である「産業財産

権」、「著作権」、それ以外の「新知

的財産権」などがあるのはご存知の

とおりですが、韓国では「知的財産

権」という用語の代わりに「知識財産

権」という用語が使われることがあり

ます。これは、日本語の知的財産権

という用語を韓国語に翻訳するとき

に韓国特許庁が新しく作った言葉

で、特許庁では 1998 年 4 月に特許行政政策諮問委員会の審議を経て「知識財産権」とい

う用語を使うようになったそうです。しかし、学会や法曹界、他の政府組織においては「知的

財産権」という用語を使用しており、唯一特許庁だけが「知識財産権」という用語を用いてい

るそうです。 

 

１ 知的財産権に関連する法令・政府組織 

 

 韓国における知的財産権に関する法令及びその所管官庁は、概ね以下のとおりとなっ

ています。 

左:アンパンマン?  中央上:チョコ松茸  中央下:マイチュー  右:セウカン

左:ヨクルト 右:ヤクルト       ペペロ     上:キットカット 下:キッカー
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特許庁 特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、発明振興法、 

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、弁理士法 等 

文化体育観光部 著作権法、オンラインデジタルコンテンツ産業発展法 

農林水産食品部 種子産業法 

知識経済部 産業技術の流出防止及び保護に関する法律 

 

 以上のほかに、取締については関税庁、税関、検察庁、警察庁など、紛争解決につい

ては特許法院、高等法院、大法院など、知的財産権の範囲の広範さと相まって様々な政

府機関が関係しています。 

 

２ 産業財産権の出願状況 

 

 韓国内における 2009 年度の産業財産

権出願状況は、表のとおりとなっており、

約 365 千件の出願がありました。 

 これを国際的に見てみると、産業財産権

の出願数でも、PCT（Patent Cooperation

 Treaty:特許協力条約）に基づく国際特

許の出願件数でも韓国は主要 5 カ国に

入っており、サムスン、LG などの韓国企

業が世界的に躍進している背景も納得のいくものがあります。 

 
【主要国の産業財産権出願推移】 【PCT国際特許出願推移】 

(単位：千件) (単位：件)

区 分 2006 年 2007 年 2008 年  区 分 2007 年 2008 年 2009 年

中 国 1,339  1,402  1,528  米 国 54,086 53,521 45,790 

米 国 800  861  898 日 本 27,744 28,744 29,827 

日 本 592  588  553 ドイツ 17,818 18,428 16,736 

韓 国 372  380  373 韓 国 7,061 7,908 8,066 

ドイツ 204  212  204  フランス 6,568 6,867 7,166 

 

３ 知的財産権の保護体制 

 

 冒頭に述べたとおり韓国ではコピー商品が普通に見受けられますが、政府としてもただ

それを見ているだけではなく、さまざまな対策を施して知的財産権の保護活動に取り組ん

でいます。 

 その背景には、偽造により健全な商取引が害されることで生じる流通構造の乱れ、消費

不信による販売の減退が経済に及ぼす悪影響、また、消費者の誤認・混同を招くことによ

る企業の信用失墜、企業による投資の減退、そしてそれに伴う雇用の喪失などで国内産

業が阻害されていくという強い危機感があるようです。 

 このために、大きく 4 つの対策により知的財産権の保護に取り組んでいます。 

 

(1) 偽造商品に対する取り締まりの実施 

 

 特許庁では、不正競争防止及び営業

秘密保護に関する法律に基づき、地方

自治体と合同の定期取り締まりを行うほ

 【2009 年度 産業財産権出願状況】 

(単位：件)

 内国人 外国人 計 

特許 127,301 36,094 163,395

 実用新案 16,798 343 17,141

 デザイン 54,932 2,969 57,901

商標 108,167 18,242 126,409

計 307,198 57,648 364,846

 【偽造商品取締り現況】  

（単位：件、点）

区  分 2007年 2008年 2009年 

立 件 116 34 122  

是正勧告 1,066 1,147 2,849   摘
発 

計 1,182 1,181 2,971
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か、主要な偽造品の製造・流通事犯については検察や警察と合同の特別取り締まりを

行っています。この取締りは年々厳しくなっているようで、2009 年には 2,971 件を摘発

し、122 件を立件しています。また、オンライン上の偽造商品販売行為については、「オ

ンライン 24 時間モニタリング」システムを構築･運用し、2009 年には 130 件のサイトに

閉鎖措置を取っています。 

 

 また、商標別の

取り締まり現況を

見てみると、1 位

ルイヴィトン、2 位

ナイキとなってい

るほか海外の有

名ブランドが並ん

でいる中で、3 位

に日本のポケット

モンスターが入っ

ており、意外なと

ころでポケモン人

気を再認識させ

られます。 

 そのほか、18

位には韓国のキアが入っており、偽造商品の対象は必ずしも海外の有名ブランドだけ

に及んでいるのではなく、韓国内の企業といえども対策が必要だと言えます。 

 

 

 

(2) 偽造商品の申告に対する報奨金制度 

 

 偽造商品の情報提供を通じた流通の遮断、国民

の偽造商品に対する注意喚起、偽造商品防止努力

の外国へのアピール等のために、2006 年 1 月から、

特許庁において偽造商品申告者に対する報奨金制

度を実施しています。 

 この報奨金制度を

実施する前の 2005

年度は偽造商品の

申告件数が年間 25

0 件に過ぎなかった

ものが、2006 年度 

1,605 件、2007 年

度 2,374 件、2008

年度 3,136 件と大幅に増加しており、目に見えた効果を挙げているようです。 

 

(3) 知的財産権保護のための広報及び教育の強化 

 

 三つ目が、偽造商品の取り締まり強化、消費者の偽造品に対する不法性への認識

向上のための広報等で、主に以下のことを行っています。 

 【2009年 商標･品目別取締現況】 
 （単位：点）
  商標 国 かばん 衣類 装身具 その他 合計

 1 ルイヴィトン フランス 3,881 270 18,034 338 22,523

 2 ナイキ 米国 28 9,052 50 4,803 13,933

 3 ポケットモンスター 日本  7,929 7,929

 4 MCM スイス 687 12 4,122 1,597 6,418

 5 タイトリスト 米国  5,722 5,722

 6 シャネル フランス 638 430 3,499 406 4,973

 7 ポロ 米国 86 4,262 80 73 4,501

 8 アディダス ドイツ 50 992 162 620 1,824

 9 グッチ イタリア 371 196 553 435 1,555

 10 ラコステ フランス 1,180 1 0 1,181

 主要商品小計 5,741 16,394 26,501 21,923 70,559

 その他商品小計 1,618 5,745 4,497 2,161 14,021
 合計 7,359 22,139 30,998 24,084 84,580

 比率 8.7 26.2 36.6 22.2 100.0

 
【類型別報奨金支給現況】 

 （単位：件、百万ウォン）

2006 2007 2008 2009 
 区分 細部類型 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

卸･小売流通 48 146.5 30 68.2 34 93 77 101.5

ネット販売 19 41.3 10 20.6 19 40 20 17

倉庫 5 17.0 11 44.0 14 43.5 19 27.5
 流通 

小計 72 204.8 51 132.8 67 176.5 116 146

 製造 製造工場 35 118.3 38 117.2 17 43.2 79 103.6

 合計 107 323.1 89 250 84 219.7 195 249.6

ピカチュー？ 

-3-



 

 

① 多様な媒体を利用した知的財産権保護の広報活動 

  大学生広告公募展、大学生ブログ記者団、TV広告、ポータルサイト広告 等 

② 商標資料集及び各種広報物の発刊･配布 

 ・盗用されやすいブランド資料集の作成及び関係機関への配布 

 ・偽造商品追放活動に係る英文広報誌の在韓外国機関への配布 

 ・偽造商品追放チラシの消費者、業者への配布 等 

③ 取り締まり担当者に対する研修活動 

  自治体担当者研修、司法警察公務員研修、知識財産権指導要員研修 等 

 

(4) 官民合同の知的財産権保護体系の構築 

 

 そして四つ目が保護体系構築への取り組みですが、今後は取り締まり中心の対策か

ら、消費者教育、在韓の外国機関との協力強化という方向にシフトしていくようです。 

・市民団体と合同での東大門、南大門などにおける街頭キャンペーン 

・主婦、大学生などに対する消費者教育プログラムの実施 

・ソウルジャパンクラブ等海外商工団体との知的財産権関連セミナー、情報交換 

・日本企業のポケモンコリアなどと合同での偽造品集中取締り 等 

 

４ 最後に 

 

 韓国特許庁の広報のようになってしまいましたが、以上が簡単な韓国における知的財

産権関連の状況です。日系の企業、あるいは韓国の大手企業であってもコピー商品に

は大いに悩まされているようです。 

 これに対処すべく、特許庁では昨年 9 月に「商標権特別司法警察隊」を発足させたほ

か、日本人会（ソウルジャパンクラブ）では韓国 IP グループを発足させて知的財産権侵

害に悩む企業がお互いに情報を共有して対処していこうとしています。 

 海外における知的財産権侵害への対策というのは非常に難しいものがありますが、何

かしら考えておかなければならないものかもしれません。 

 
参考資料 

「知識財産白書 2010」 韓国特許庁 2010 年 4月 

「韓国知的財産基礎情報 2010」 JETRO ソウルセンター知財チーム 2010 年 7月 

「SJC マネージメントニュース 10-015 号」 ソウルジャパンクラブ 2010 年 4月 

「SJC マネージメントニュース 10-030 号」 ソウルジャパンクラブ 2010 年 7月 

「SJC マネージメントニュース 10-043 号」 ソウルジャパンクラブ 2010 年 12 月 

Daum백화사전 지적재산권  http://enc.daum.net/dic100/contents.do?query1=10XX106359 

JETROソウルセンター 地財チーム HP  http://www.jetro-ipr.or.kr/ 

 

 

 

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・ご要望等をおまちしております！ 

【（財）自治体国際化協会ソウル事務所のご案内】 

住所：CLAIR SEOUL  17th Floor. Kyobo Bldg. 1. 1-KA、 Chongno、 Chongno Ku、 

        Seoul、 Korea 

  電話：(82) 2-733-5681  FAX : (82) 2-732-8873 

-4-



Information

Food & Drink from Japan 事務局（社団法人日本能率協会 産業振興事業ユニット内） 

TEL：03-3434-1988 　FAX：03-3434-8076

E-mail：foodfromjapan@jma.or.jp

社団法人大阪国際見本市委員会

TEL：06-6612-3883　　FAX：06-6612-8585

第1回日本食品飲料展in上海出展のご案内

　

《開催概要》
【名称】Food & Drink from Japan ～第1回日本食品飲料展 in 上海～会期第1回展示商談会
【会期】第1回展示商談会　2011年 7月21日(木)～23日(土)9:30～17:00（最終日のみ16:00
まで）
　　　　第2回展示商談会　2011年11月24日(木)～26日(土)9:30～17:00（最終日のみ16:00
まで）
　　　　常設サンプル展示＆商談ルーム　2011年7月21日(木)～2011年11月26日(土)
　　　　＊本催しは長期プロモーション型ビジネスマッチングイベントです。
【会場】上海世貿商城（上海マート）　上海市延安西路2299
【主催】社団法人日本能率協会　上海世界貿易商城有限公司
【募集社数】100社（予定）
【入場者数】各展示商談会10,000名（予定）
【出展申込締切】2011年3月31日(木)
　＊但し、予定募集社数になり次第締め切らせていただきます。

お問い合せ先

フードテック2011出展募集のご案内

　

　《開催概要》
【名称】 フードテック2011 - 国際食品産業展2011大阪
【会期】 2011年9月7日（水）～9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
（大阪府・大阪市・大阪商工会議所・独立行政法人日本貿易振興機構で構成）

社団法人日本食品機械工業会
関西製菓製パン厨房機器協同組合
近畿厨房機器協同組合
食品関連産業協会
 
【申込締切】2011年5月31日（火）

お問い合せ先
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TEL/03-5276-8730　FAX/03-5276-8735

Ｅmail：info@messe-berlin.jp

e-mail：mex@tekkokiden.or.jp 

TEL：(076)268－0121　FAX：(076)268－3577

メッセ・ベルリン日本代表部

Information

ＭＥＸ金沢開催事務局

第49回機械工業見本市金沢（MEX金沢2011）出展募集のご案内

　
《開催概要》
【正式名称】第49回機械工業見本市金沢 (Machinery & Electronics Exhibition Kanazawa)
【会場】石川県産業展示館
（〒920-0361　石川県金沢市袋畠町南193 電話：076-268-1121）
【日時】平成２３年５月１９日(木)～２１日(土)　３日間
　　　　開場時間　午前１０時～午後５時
【開催趣旨】金属工作･加工機械及びその関連製品並びに電機・電子関連機器等の流通促進
と技術交流をはかり、産業と貿易の振興発展に寄与することを目的とする。
【主催】社団法人石川県鉄工機電協会
【展示規模】１２，８８４㎡ （３号館　６，２０９㎡　．４号館　６，６７５㎡）
【予定小間】６００小間
【目標来場者数】６万人
（機械金属電機業界の設備技術者、開発研究者及び経営者、営業･資材担当者
並びに一般ユーザー他）
【入場】無料
【併催行事】関連技術セミナー（予定）
【申込締切】2011年2月28日（月）

お問い合せ先

 
　IFAはコンシューマ・エレクトロニクス＆ホーム・アプライアンス業界の世界最大の見本
市です。1924年の初開催から86年の歴史を誇り、第50回アニバーサリーとなったIFA2010は
大変盛況に開催されました。
　IFAでは、御社のグローバルなビジネスをより効果的に展開するために、メディアのプレ
ゼンスを高める様々なツールをご用意しています。このIFAのサクセスストーリーの一端を
担うべく、2011年9月にベルリンで開催されるIFA2011における御社のブースを今すぐご予約
下さい。

《開催概要》
【開催日時】2011年9月2日～7日
【開催会場】ベルリン国際見本市会場
　　The Messe Berlin Exhibition Grounds
　（住所：Messedamm 22, D-14055 Berlin, Germany）

お問い合せ先

IFA2011出展社募集のご案内
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E-mail:tnd@jetro.go.jp.

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

E-mail：kag@jetro.go.jp.

ジェトロ産業技術部　環境・エネルギー技術課（担当：高山）

TEL：03-3582-4877　FAX：03-3582-7508 

ジェトロ鹿児島（担当：築舘、井尻）

Information

　このたび、ジェトロ鹿児島と志布志市は、ジェトロ海外調査部から講師を招き、台湾との
ビジネスに関心のある方を対象としたセミナーを開催します。今後の台湾ビジネスに役立つ
機会となりますので、ぜひご参加ください。

《開催概要》
◇日時：2011年2月18日（金曜） 14時00分～16時00分
◇場所：志布志市役所志布志支所　会議室（東） １階
（志布志市志布志町志布志2-1-1）
～テーマ～
「台湾の最新経済動向について」
　講師：ジェトロ 海外調査部 主査 宇佐美 喜昭
◇主催・共催：ジェトロ鹿児島、志布志市
◇後援：鹿児島県、（社）鹿児島県貿易協会（予定）
◇参加費：無料
◇定員：30名 （先着順）
◇申込書：http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20110113447-event
◇お申し込み締め切り：2011年2月14日（月曜）
※お申し込み方法
上記より申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上、ジェトロ鹿児島（FAX：099-222-
8389、
またはE-mail：kag@jetro.go.jp）までお申し込みください。

お問い合せ先

日本貿易振興機構（ジェトロ）からのご案内

　ジェトロでは、環境・省エネルギー関連分野で海外ビジネス展開を図る日本企業向けに、
『台湾環境・省エネルギー商談視察ミッション』を派遣します。製品・技術プレゼンテー
ションや商談会の開催、関連機関の訪問等を通じて、日本企業と台湾企業のパートナーシッ
プ形成を促進し、台湾及び中国市場でのビジネス展開を支援します。
　中華ビジネス圏で優位に立つ台湾企業とのパートナーシップ形成にご関心のある方は、ぜ
ひご参加ください。

《概要》
◇派遣期間：2011年4月18日（月曜）～21日（木曜）4日間
※現地集合・現地解散型です。
◇訪問都市：台湾（台北市、高雄市）
～プログラム～
以下より「募集案内書」をご参照ください。
http://www.jetro.go.jp/events/mission/20101220439-event/annai.pdf

◇主催：ジェトロ
◇共催：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）、（財）交流協会
◇対象：環境・省エネルギー関連技術・製品・システムを保有する日本企業
◇参加費：無料
※ただし、航空券費、宿泊費、新幹線費、視察時の昼食費は自己負担
◇定員：12社（先着順）

お問い合せ先

台湾ビジネスセミナー：最新経済動向について
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香港貿易発展局大阪事務所　田中・永野

TEL：06-4705-7030　FAX：06-4705-7015

台湾貿易センター東京事務所 担当：高岩

TEL：03-3514-4700 FAX：03-3514-4707

URL：http://www.taitra.gr.jp/

Information

2011年台北国際ギフト＆文具見本市 2011 GIFTIONERY TAIPEI 出展社
募集

～開催概要～
【主 催】中華民国対外貿易発展協会
【共 催】台湾区芸品礼品輸出業同業公会、台湾区教育用品工業同業公会、
台湾区手提包輸出業同業公会、台湾区玩具及び児童用品工業同業公会
【日 時】2011年4月21日（木）～4月24日（日）
【場 所】台北世界貿易センター・展覧大楼一階展示場A、D区
（台北市信義路五段5号一楼）
【公式URL】http://www.giftionery.net/ja_JP/index.html（日本語）
【出展規模】350企業（国内外計） 600小間のブースを使用 ※予定
【出展品目】ギフト用品、文具、販促用品、祝日の飾り付け用品、文具、画材、学用
品、オフィス用品、
手工芸品、家庭用品、生活用品、玩具、子ども用品、バッグ、宝石、アクセサリー、
ペット用アクセサリー、ライセンシング等

【申込締め切り】定員になり次第、締め切らせていただきます。
【出展のお申込＆お問合せ】http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html

お問い合せ先

新春講演会～辛亥革命100周年と九州、そして未来への躍進について～のご案
内
　《開催概要》
【開催日時】2011年2月14日（月）17:00～18:30（16:30受付開始）
【会場】ホテル日航福岡3階　都久志の間（福岡市博多区博多駅前2-18-25）
【定員】100名※満席でご参加いただけない場合のみ、ご連絡いたします。
【参加費】無料
【申込締切り】2011年2月10日（木）
～プログラム～
　17:00　開会挨拶　九州日本香港協会/会長　石原進
　17:05　来賓挨拶　九州経済産業局（予定）
　17:10　講演①「2011年における香港・中国の動向と九州」
　　　　　　　　香港貿易発展局/日本首席代表　古田茂美
　17:30　講演②「孫文の辛亥革命を支援した九州人とその絆」（仮題）
　　　　　　　　角川グループホールディングス/会長兼CEO　角川歴彦
　18:15　質疑応答
　18:25　香港貿易発展局のご紹介
　18:30　閉会
※18:30より隣のパーティ会場にて九州日本香港協会主催の「春節パーティ」を開催致し
ます。こちらにも奮ってご参加ください。パーティ参加費はお一人様1万円となっており
ます。

お問い合せ先
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3/1～3/4
幕張メッセ

◇FOODEX JAPAN 2011
（第36回　国際食品・飲料展）
【食・飲料、食品加工、農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=127902&UserName=webuser5

3/1～3/4
東京ビッグサイト

◇PV EXPO 2011 ～第4回 国際太陽電池展～
【エネルギー、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=129507&UserName=webuser5

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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3/9～3/11
中国 / 上海

◇第19回中国国際金属博覧会
【工具・金属加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=132081&UserName=webuser4

3/9～3/13
ドイツ / ベルリン

◇ITB Berlin（ベルリン国際観光展）
【観光・旅行】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=65396&UserName=webuser4

3/1～3/5
ﾄﾞｲﾂ/ﾊﾉｰﾊﾞｰ

◇CeBIT 2011 (国際情報通信技術見本市)
【電気・電子、通信、情報処理、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=135174&UserName=webuser4

3/4～3/8
中国 / 香港

◇香港国際宝石展
【宝石、貴金属、時計】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?ArchiveId=1&Do
cumentNo=134165&UserName=webuser4

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

1 430 Plus Co.,Ltd. Stevia(Steviosides)

2 ALL THAI POTTERY AND GARDENING CO.,LTDTerra Cotta, Garden Ornaments etc.,

3 BORLAND TECHNOLOGY CO.,LTD. Ink,Printer Consumables

4 GOLDEN LINE BUSINESS CO.,LTD. Fresh Fruits & Vegetable

5 INDEX INTERFURN CO.,LTD. Furniture (日本語対応可)

6 JAGUAR INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD. Metal Scrap, Waste Stainless Steel Products

7 PATTAYA FOOD & SERVICE CO.,LTD.
Rice, Canned
Seafood,Corn,Pineapple,Agricultural
Products,Foodstuff, Beverage

8 ROI-IN CO., LTD. Wooden　Furniture

9 ROYISAL CO.,LTD. Jewelry(gold,silver,fashion,body,crystal)

10 S & P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD. FROZEN READY-TO-EAT

11 SIAM KNITTING PRODUCTS CO.,LTD.
Knitted products(hair
ornaments,scarf,bag,fashion accessories)

12 YOO LIM CO.,LTD. Stering 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（2011.1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。 

 

※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１１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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(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㈱鹿児島支店 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

相談料無料！
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IBPC

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