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Information

台湾貿易センター福岡事務所

TEL：092-472-7461／FAX：092-472-7463

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw　

台湾貿易センター福岡事務所（担当：高本）

TEL：092-472-7461／FAX：092-472-7463

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw　

「台北国際航空宇宙及び国防技術見本市」参観のご案内

「台北国際航空宇宙及び国防技術見本市（TADTE）」が来る8月11日から4日間の日程で開
催されます。今回台湾国内からは、台湾の航空宇宙産業を牽引する漢翔航空工業
（AIDC）や無人航空機を製造する碳基科技（UAVER）などの他、アメリカのロッキード・
マーティン社など海外からの出展もございます。
お申し込みはお早めに！！

《開催概要》
【日時】 2011年8月11日（木）～14日（日）午前9時～午後5時
【主催】 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）
【共催】 経済部航太工業発展推動小組（Committee for Aviation and Space Industry 
Development）
台湾区航太工業同業公会（Taiwan Aerospace Industry Association）
【会場】 台北世界貿易センター第一展示ホール（住所：台北市信義路5段5号）
【前回実績】 出展業者数97社、出展小間数681小間、来場者数約5万人
【お申込み、お問い合わせ先】台湾貿易センター福岡事務所（担当：高本）

お問い合せ先

2011年台湾国際発明展＆テクノマート見本市参観のご案内

お問い合せ先

今回で7回目を迎える『台湾国際発明展＆テクノマート見本市』。今年は過去最大規

模の700近い団体が出展を予定し、台湾国内外から約10万人の来場者が見込まれてい

ます。当見本市は、アジア地域の知的財産と技術のマッチングの場として開催されて

おり、会場では2,000を超える発明品や特許技術をご覧いただけます。

《開催概要》

【会場】世界貿易センター展示会場ホール1 （住所：台北市信義路5段5号）

【日時】2011年9月29日(木)～10月2日(日) 9:30～17:30

【主催】台湾経済部、台湾國防部、台湾教育部、行政院国家科学委員会、行政院農業

委員会

【出展品目】 【製品】農産品、化学原料及び製品、紡織品、機械、ハンドツール、

電子機器、パソコン周辺設備、光学製品、通信機器、金属材料及び製品、家庭用品、

建材及びバス用品、スポーツ・レジャー用品、文具・OA機器、ギフト及びアイディア

商品等【技術】環境保護、エネルギー、オプトエレクトロニクス、通信、機械、運輸、

バイオ等

【見込み】 670団体、1,100ブース

公式サイト http://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html

～参 観 優遇のご案内～
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Information

TEL:092-472-7461　FAX：092-472-7463

台湾貿易センター福岡事務所　担当：堤（ツツミ）

E-mail：fukuoka@taitra.org.tw

KOTRA東京（担当 ： パク・ウンジン）　

TEL：03-3214-6969

E-MAIL：ejpark@kotra.or.jp

「台湾国際太陽光発電フォーラム＆見本市（PV Taiwan 2011）」参観のご

現在世界市場において高い関心を集めている太陽光発電に関するフォーラム及び見本市
が、今年も台北市において開催される運びとなりました。台湾政府が強力な支援策を講
じた台湾の太陽光発電産業は急速に拡大しており、業界の動向が一目で分かる本見本市
は、貴社の今後の事業活動の一助になるのではないかと確信致しております。出展企業
との商談のみならず、アメリカ、ヨーロッパなどから専門家をお招きし、業界の現状、
展望などに関するセミナーも開催されます。本見本市で新規パートナーの開拓、情報収
集をされては如何でしょうか。

《開催概要》
【日程】 2011年10月5日（水）～7日（金） 午前9時－午後5時
【会場】 台北世界貿易センター・第1展示ホール（台北市信義路5段5号）
【主催】 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA、台湾貿易センター本部）国際半導体設
備材料産業協会（SEMI）
【共催】 工業技術研究院（ITRI）、台湾太陽光電産業協会（TPVIA）
【内容】太陽電池材料、太陽電池、太陽電池パネル、シリコンウエーハー、太陽電池モ
ジュール、太陽光発電システム、その他応用製品
～参観優遇のご案内～
①年商8,000万円以上の企業 ⇒ 無料宿泊
②5社以上の団体（各社の年商が4,000万円以上） ⇒ 無料宿泊
詳しくは下記までお問い合わせ先ください。

お問い合せ先

お問い合せ先

｢2011釜山国際繊維ファッション展示会｣参観募集のご案内

この度､標記展示会が2011年10月13日（木）～１５日(土)の3日間､韓国釜山（ブサン）

の展示会場BEXCOにて開催されます｡ご関心をお持ちの方はお気軽に下記のお問合せ先まで

ご連絡下さい｡

《開催概要》

【名称】2011釜山国際繊維ファッション展示会

【会期】 2011年10月13日～15日（3日間）

【会場】 BEXCO（ベクスコ・釜山展示コンベンションセンター）

【規模】13,254㎡、約250社（参加企業）500小間

【品目】 産業用繊維素材（輸送及び海洋・水産関連産業用繊維、天然素材、リサイクル

繊維、軽量化繊維、スーパー繊維、炭素繊維、アルミド繊維 等）、ファッション繊維

（スポーツ、機能性、親環境など）、ファッション雑貨 など

【主催】 釜山広域市

【申込方法】 添付申込書を下記連絡先まで送信下さい。

【参加企業支援】ホテル３泊無料宿泊（1社1名様･主催側指定ホテル限定）

※ 定員に達し次第、終了とさせていただきます。

◆申込〆切：２０１１年９月９日（金）まで
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Information

kotra(担当 ： ワン・ジェウン)

E-mail：ttcfkk＠thaitrade.jp

TEL：03-3214-0690　

E-MAIL：jwwang@kotra.or.jp

タイ国政府貿易センター福岡

TEL：092-751-6311　FAX：092-751-6522

お問い合せ先

お問い合せ先

2011国際環境エネルギー産業展｣出展・参観募集のご案内

この度､標記展示会を2011年 8月31日(水)～3日(土)の4日間､釜山最大の展示場である

BEXCOにて開催する運びとなりました｡つきましては､是非ともご出展若しくはご参観い

ただきたいと存じます｡ご関心をお持ちの方は､添付されておりますFAX申込書に必要事

項をご記入の上､誠に恐縮ではございますがFAXにてご返信いただきたいと存じます｡ま

た､ご質問等がございましたらお気軽に下記のお問合せ先までご連絡下さい｡関係者一同

心よりお待ち申し上げております｡

《開催概要》

【名称】2011国際環境エネルギー産業展(ENTECH 2011)

【会期】 2011年8月31日(水)～3日(土)〈4日間 〉10:00～17:00

【会場】BEXCO (http://www.bexco.or.kr/)

【展示規模】15,000㎡/200社、500ブース参加

【主催】釜山広域市、KOTRA、国際新聞

【出展費用】組立て式(展示面積+基本装置)→US$1,500/1ブース(9㎡)

スペース(展示面積のみ)4ブース以上申請必要→US$1,200/1ブース (9㎡) 

【参観費用】 無料(事前登録が必要)

【出展、参観特典】

― 出展 ： ３泊４日 ホテル１室 無料提供

― 参観 ： ２泊３日 ホテル１室 無料提供 *ホテル⇔展示場無料シャトル

運行

第8回タイ国物流フェア2011参観募集のご案内

タイ国政府商務省輸出振興局（DEP）は下記の通り、物流産業の国際見本市、第8回タ

イ国物流フェア2011を開催します。アセアンを中心としたタイ国内外から貿易関連サー

ビスなどの業界関係者がー同に集う本フェアでは、「アセアン物流ネットワーク～世界

のゲートウェイへ」をテーマにしております。本フェアでは国際物流中心拠点として注

目されるタイの物流・貿易関連サービスを一堂にご覧頂けます。

《開催概要》

【主催】タイ国政府商務省輸出振興局(DEP)

【フェア会場】バンコク国際貿易展示場（BITEC）

【展示規模】9,600平方メートル

【開催日時】2011年9月22日（木）～25日（日） 1000～1800

【出展内容】タイ国内外より約200社420ブース見込み（2010年実績190社418ブース）

【出展国】タイ、アセアン諸国、韓国、日本、中国、インド（見込み）

【来場者】 10,000人（見込み） （2010年実績6,342人）
タイ国内（輸出企業、中小企業、貨物・物流サービス業）
タイ国外（海外貨物・物流サービス業、港湾・船舶業関係者）

【詳細URL】http://japan.thaitrade.com/trade/mission020.html#logistics
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http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137212&UserName=webu
ser4

8月27日（土）～8
月28日（日）東京
ビッグサイト

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア 2011
【通信、趣味】

2011地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展【環
境】

interpets（インターペット） -人とペットの豊かな暮
らしフェア
【ペット】

8月31日（水）～9
月2日（金）東京
ビッグサイト

8月11日（木）～8
月12日（金）国立
京都国際会館

日本プロセス化学会2011サマーシンポジウム企
業展示会
【化学、先端技術】

8月3日（水）～8
月6日（土）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=145571&UserName=webu
ser5

8月25日（木）～8
月27日（土）幕張
メッセ

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2011（ジャパ
ン DIYホームセンターショウ 2011）
【趣味、DIY】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137208&UserName=webu
ser4

8月31日（水）～9
月2日（金）東京
ビッグサイト

Information

開催期間 見本市名 URL

2011地球環境保護 国際洗浄産業展
【環境】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=121560&UserName=webu
ser4

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138444&UserName=webu
ser4

8月31日（水）～9
月2日（金）東京
ビッグサイト

第13回 自動認識総合展 AUTO ID EXPO 2011
【光学、防災、警備、通信、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137314&UserName=webu
ser4

8月25日（木）～8
月28日（日）幕張
メッセ

VACUUM2011- 真空展
【製造・生産技術、圧力機器】

8月31日（水）～9
月2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=137523&UserName=webu
ser4

MF-Tokyo 2011 プレス・板金・フォーミング展
【金属加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=137520&UserName=webu
ser4

8月17日（水）～8
月19日（金）東京
ビッグサイト

INTER-FOOD JAPAN 2011　第4回　居酒屋産業
展【食・飲料、店舗用設備】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138764&UserName=webu
ser4

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=130580&UserName=webu
ser4

見本市情報

～国内開催見本市～
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9月2日（金）～9
月7日（水）ドイツ
/ ベルリン

IFA 2011- CONSUMER ELECTRONICS
UNLIMITTED【電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=135561&UserName=webu
ser6

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=141314&UserName=webu
ser6

tendence
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、家庭用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=110212&UserName=webu
ser6

8月31日（水）～9
月2日（金）韓国
/ ソウル

9月2日（金）～9
月5日（月）中国
/ 広州

CITE 2011 - China (Guangdong) International
Tourism Industry Expo
【観光・旅行、ホテル】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=140146&UserName=webu
ser2

8月26日（金）～8
月30日（火）ドイ
ツ / フランクフル
ト

International Fashion Fairs STYL and KABO
【繊維・衣料】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=130742&UserName=webu
ser6

第2回広州国際工作機械・機器展(GIMT2011)
【工作機械、精密・測定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=140403&UserName=webu
ser6

8月17日（水）～8
月20日（土）中国
/ 広州

8月18日（木）～8
月21日（日）中国
/ 天津

第7回中国国際金属加工技術設備展覧会
【工作機械・金属加工】

8月21日（日）～8
月23日（火）チェ
コ / ブルノ

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=133229&UserName=webu
ser6

9月12日（月）～9
月15日（木）ブラ
ジル / サンパウ
ロ

Equipotel 2011【食・飲料】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=140628&UserName=webu
ser6

Preview in SEOUL 2011- Seoul International
Textile Fair【繊維・衣料】

9月8日（木）～9
月11日（日）イタ
リア / ボローニ
ア

23rd international exhibition of natural products
【農林水産業、食・飲料、食品加工、環境】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=141301&UserName=webu
ser2

9月6日（火）～9
月8日（木）英国
/ アバディーン

SPE Offshore Europe Oil & Gas Conference &
Exhibition
【鉱業、エネルギー】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=136479&UserName=webu
ser6

開催期間 見本市名 URL

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. Company ProductName

1 C.S.C. INTERNATIONAL CO.,LTD.
Hot dip plated or coated with aluminum zinc
steel

2 INDRAJID CO.,LTD. Medical herb & herbal balm, products

3 PANG-PUN ARTIFICIAL FLOWER
Hand-made artificial flower(made of wooden
plates)

4 PROGRESS THAI TRADING CO.,LTD.
Dehydrated
fruits:Longan,Mango,Pineapple,Coconut,Dehydra
ted Banana,Cryspy Banana,Durian,Jackfruit

5 RARE GIFTS & DECOR CO.,LTD. Polyresin Decorative Items & Figurines

6 ROI-IN CO., LTD. WOODEN FURNITURE

7 ROYI SAL CO.,LTD. Crystal, Fashion, Body Jewelry

8 SIAM TYRE Tyres

9 SIRICHAI INTERTRADE CO.,LTD. Corn cob, Mushroom bed

10 THAI SMARTLIFE CO.,LTD. Organic Jasmine Rice,GABA Jasmine Rice

11 TOP ORGANIC PRODUCTS & SUPPLIES CO.,LTD.Organic Agricultural products,Canned food

12 VANTAGE GLORY CHAIN CO.,LTD. Dehydrated longan

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（2011.7月分)
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この度、当協会では鹿児島県の委託を受け、川内港および志布志港を活用した食品輸出の促進

を目的とした「平成 23 年度食品輸出促進実証モデル事業」を実施します。

この事業は、両港から外貿定期コンテナ船を利用し、なおかつ混載コンテナにより本県産品の

食品を輸出する方に対して、輸出にかかる経費の一部を助成するというものです。

助成制度の活用をご希望の方は、協会ホームページ（http://www.kibc－jp.com/）より申込書・

提出様式をダウンロードし、FAX または E－mail にて事務局までお申込ください。

【助成対象者】

①志布志港または川内港からの輸出であること。

②本県で生産または製造された食品衛生法第 4 条に規定する食品の輸出であること。

③製造者または生産者が異なる食品が混載されているコンテナ輸出であること。

④平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までに実施された輸出であること。

【助成の対象となる経費】

以下の経費のうち、貿易条件により輸出者が負担しなければならないもので、関係書類等によ

り金額の確認が可能なもの。

①国内輸送費(梱包料，集荷・内陸輸送料 等)

②通関・船積諸経費(コンテナ詰め料，ドレージ料，通関料，税関検査料，通関業者取扱料，

ターミナルハンドリングチャージ 等)

③海上運賃(バンカーサーチャージ等割増運賃を含む。)

④各種手数料(輸出代行料，B L(船荷証券)発行手数料，各種書類作成料 等)

⑤各種証明書等申請料(検疫申請，原産地証明書，衛生証明書 等)

⑥貨物海上保険料

【助成金について】

・助成金は１輸出者につき 500,000 円を限度とし、輸出に係る経費の 2 分の１以内とします。

・助成金の交付は申請受付順とし、助成金の交付決定額の累計が予算額を超える場合について

は、超過部分については交付を行いません。

・同一コンテナに本県産以外の食品や、食品以外の品目が混載されている場合には、輸出総費

総額から当該荷物の容積相当分を控除して助成金を積算します。

■お問合せ先： (社)鹿児島県貿易協会

          担当：寺薗/地福

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号（かごしま PR 課内）

TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483

       E－mail：info＠kibc－jp.com
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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。

【外貿コンテナ定期航路】 ＜平成２３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

神戸(金)⇔志布志(土)⇔神戸(日)⇔KTX１～３

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

航路 （土） 　KTX2：ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ(タイ)～香港(中国)～黄埔(中国) 志布志支店

（週１便） 　　　　～厦門(中国) 099-472-8270

　KTX3：基隆(台湾)～香港(中国)～黄埔(中国)

　　　　～厦門(中国)

ＮＹＫ マニラ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･火)～高雄(台湾･木)～基隆(台湾･金)～ 鹿児島海陸

台湾・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ Container Line １便/週 那覇(沖縄県･土)～志布志(月)～門司(福岡県･火)～ 運送㈱
航路 愛媛ｵｰｼｬﾝ （月） 中関(山口県･火)～松山(愛媛県･水)～広島(広島県･水)～ 志布志営業所

（週１便） ﾗｲﾝ 細島(宮崎県･木)～基隆(台湾･土)～マニラ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･火) 099-472-8123
釜山(韓国・日)～志布志(月)～細島(宮崎県・火)～ 東洋埠頭㈱

１便/週 釜山(韓国・水)～宇部(山口県・木)～ 志布志支店

（月） 大分(大分県・金)～釜山(韓国・土) 099-472-8270

釜山(韓国・日)～志布志(火)～高知(高知県・水) 日本通運㈱

ＳＴＸ １便/週 ～徳島(徳島県・木)～水島(岡山県・金)～ 志布志支店

Pan Ocean (火) 徳山(山口県・土)～釜山(韓国・日) 099-472-1121

釜山(韓国・日)～博多(福岡・月)～油津(宮崎・火)～ 東洋埠頭㈱

南星海運 １便/週 細島(宮崎・火)～釜山(韓国・水,木)～博多(福岡県・木) 志布志支店

（金） ～志布志(金)～大分(大分県・土)～岩国(山口県・土)

～釜山(韓国・日) 099-472-8270

釜山(韓国・日)～志布志(月)～清水(静岡県･水) 東洋埠頭㈱

興亜海運 １便/週 ～豊橋(愛知県･水)～岩国(山口・金) 志布志支店

（月） ～釜山(韓国・土) 099-472-8270
天津新港(中国･火)～大連(中国･木)～青島(中国･金)

１便/週 ～福山(広島県･月)～水島(岡山県･月)～広島(広島県･火) ㈱山下回漕店

（水） ～志布志(水)～寧波(中国･金)～上海(中国･土) 099-472-1401
寧波(中国･金)～上海(中国･土)～伊万里(佐賀県･月)～ 東洋埠頭㈱

１便/週 福山(広島県･火)～水島(岡山県･火)～広島(広島県･水)～ 志布志支店

（木） 志布志(木)～天津新港(中国･火)～ 099-472-8270

大連(中国･木)～青島(中国･金)

　　【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

H14.3

H21.5

H18.4

中国航路
（週２便）

ＡＰＬ

韓国航路
（週４便）

神原汽船

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㈱ 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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