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海 外

レポート

    ～韓国内の輸入酒類の状況について（安くなる？）～

  (財)自治体国際化協会ソウル事務所

石塚 大地

ここ最近の韓国はめっきり冷え込み、最高気温が零下の日もあるほどです。寒さの到来にあわせる

ように街中にはいたるところにスケートリンクが設置され、まさに冬真っ盛りといった状況です。こ

のように寒い気候という環境のためなのか、世界保健機関（WHO）の調査によると、韓国における

アルコール度数が高い焼酎やウイスキーなど蒸留酒の１人当たりの消費量は、韓国が世界最多である

という結果が出ました。

この結果は、世界保健機関（ＷＨＯ）が２００５年を基準に世界１８８加盟国の飲酒量と飲酒習慣

を調査してわかった結果であり，全体アルコール消費量（ビールなどアルコール度数が低い酒まで含

む）で見た結果では世界１３位となっていますが、日本における成人 1 人当たりの消費量が８．０

３リットルに対し、韓国は１４．８リットルとなっているので、日本と比較するとだいぶ多い結果と

なっています。

ちなみに全体アルコール消費量が最も多い国はモルドバ（１８．２２リットル）となっています。

さて、このようにアルコール消費量の多いここ韓国ですが、ワインなどに代表される輸入酒類は、

少し高めの価格で韓国の消費者に販売されているのが現状です。

しかしながら、この価格が２０１２年１月より値下がりするかもしれないとのことです。

今回は、その詳しい事情も含め、韓国内における輸入酒類の状況についてご説明したいと思います。

  

      （原資料 WHO Global status report on alcohol and health）

リ

ッ

ト

ル

成人 1 人当たり全体アルコール消費量上位４カ国及び周辺国
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１ 韓国における外国からの酒類別輸入量の推移について

２０１０年の輸入量の対前年比は、コニャックやリキュールなど一部の酒類で対前年比マイナス

となったものの、すべての酒類合計では対前年比 11.4％の増加となっています。

                               2010 年 12 月末現在（単位：L）

2006 2007 2008 2009 2010 成長率（対前年）

21,864,252      32,154,356      28,770,379      23,009,425      24,568,118      6.8%

26,911,579      35,815,957      43,196,275      41,491,717      48,712,649      17.4%

89,649            31,344            25,468            27,793            336,670          1111.3%

912,151          1,293,551        1,865,919        2,641,456        3,424,936        29.7%

393,084          519,663          576,549          591,702          1,377,778        132.8%

684,331          735,700          442,733          480,117          414,817          -13.6%

746,401          803,893          667,484          280,939          395,031          40.6%

64,409            129,107          44,429            59,066            65,062            10.2%

20,371,235      23,176,268      23,321,082      21,243,465      22,589,547      6.3%

445,159          469,130          439,518          488,221          585,626          20.0%

134,706          170,275          151,308          172,079          209,563          21.8%

541,250          654,394          764,046          957,509          1,000,017        4.4%

4,015,806        4,335,222        5,520,962        4,647,082        4,186,662        -9.9%

2,742,810        2,847,320        3,881,186        3,843,827        4,142,891        7.8%

333,132          419,731          515,273          519,950          614,599          18.2%

1,272,854        3,272,466        2,367,505        1,417,661        845,374          -40.4%

81,522,808      106,828,377     112,550,116     101,872,009     113,469,340     11.4%

31.0% 5.4% -9.5% 11.4%

合計

全体成長率（対前年）

ジン

ウォッカ

リキュール
コーリャン酒

テキーラ
その他リキュール

その他発酵酒

コニャック

グレープブランデー

その他ブランデー

ウイスキー

ラム

酒類         　年

ワイン

ビール

ベルモット

酒

【出典：韓国酒類輸入協会 HP, 2011 年 2 月 7 日付発表資料「2010 年酒種別酒類輸入量」

http://www.kwsia.or.kr/Annual Year ベース（1year:1～12 月）】

２ 2010 年韓国における輸入酒のシェア（リットル換算）

  これらの酒類別輸入量をシェア別に分類すると、以下のグラフとなり、この中で日本酒はリット

ル換算で第 6 位のシェアとなっています。
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３ 過去 5年間の日本酒輸入量の推移について

  先日の日本における震災の影響が今後どの程度のものとなるかは不明ですが、これまでの過去 5
年間においては、順調に増加の方向で推移しています。

                         （単位:1000 リットル）

     

４ 輸入酒類の流通構造について

  現在韓国においては、酒類別に購入と販売の方法が厳しく規定されており、原則として製造⇒卸

売⇒小売り⇒消費者というルートをとるようになされています。

輸入酒類の場合、輸入業者が卸売業者に酒類の供給をし、その後は前述と同様のルートを辿るこ

ととなります。

図示すると以下のようになります。

生産者    輸入業者     卸売業者           小売業者             消費者

  このようにいくつもの流通過程を経た後に消費者の元に届くことから、流通過程における販売手

数料が発生し、消費者が購入する際の価格には、この販売手数料が原価に上乗せされた価格となっ

ているのが現在の韓国内の状況となっています。

５ 酒税法施行令及び酒税事務処理規定改正

消費者が購入する価格を減らすためには、輸入業者が直接販売、もしくは小売り業者へ供給する

という流通過程の簡素化が一番の解決策となると考えられますが、現在においては、輸入業者は製

造・流通・販売業などを兼業できないこととなっております。

このような状況に対して、韓国政府の企画財政部は、流通構造の改善策として 2012 年 1 月から

酒税法施行令及び酒税事務処理規定を改正し、酒類輸入業者に対し課されていた「兼業禁止」と「消

費者直販禁止」を廃止することとしました。
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【（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

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ご協力をいただき，

毎月海外から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！！

この改正がなされた場合、輸入業者は、直接消費者へ販売、もしくは直接小売り業者へ供給する

ことができるようになるため、中間の販売手数料が不要となり、消費者価格がこれまでと比較し抑

えられるというのが政府の狙いのようです。

なお、政府がこのような対応に踏み切ったのは、自由貿易協定（FTA）がすでに発効され、関税

の撤廃のため、安くなるはずのチリ産のワインが、逆に値上がりしているという指摘を受けてのこ

とのようです。

韓国においては、急激な経済成長による国民の生活水準の向上から、健康で豊かな生活を求める

「ウエルビン」（well-Being）ブームによって「体によい」と考えられている日本酒は、以前より

人気があります。ただ、その一方で高い関税などの要因から、日本酒は価格の高い高級品で富裕層

が購入する物とも考えられています。果たして、実際にどの程度価格が下がるかについては、正確

には不明ですが、価格が下がり、需要が拡大し、より多くの方々に飲んでもらえるようになればと

願っております。

また、ビール好きの私個人としては、韓国でも日本のビールが今よりも安価に飲めるようになれ

ばと切に願うばかりです。

今後の状況を見守って行きたいと思います。
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Information

韓国貿易センタ-(Kotra大阪) 市場開拓部  李ムヨン

TEL：06-6262-3831　FAX：06-6262-4607

E-mail：lemoyg@kotra.or.jp

韓国貿易センタ-(Kotra大阪) 市場開拓部 李(リ)ムヨン

TEL：06-6262-3831　FAX：06-6262-4607

 EMail：lemoyg@kotra.or.jp

「2012 Buy Korea 訪韓 調達(貿易) 商談会」のご案内

毎回 大変 好評を博しております Kotraの 名物行事、BuyKorea !！今回も 開催決定いたしま
した。Kotra大阪では、参加日本企業(バイヤ-)を 募集しております。まだまだ ウォン安！調達
の良い機会です！

《開催概要》
【場 所】韓国 Kintex(キンテックス) 国際展示場内 専用商談会場
（京畿道(キョンギド) 高陽市イルサン区 / www.kintex.com ）
【日 時】2012年 2月14日(火)の 1日間 (9:00－17:30)。

参加バイヤ-(日本企業)に対する 8つの 支援内容 :
①宿泊ホテル無料支援（1社当り 1名 1室 2泊） 特級ホテル(予定)
②航空費支援（1社当り1名。支援無し又は 1万円 又は 2万円）
③専用商談スペ-スの 無料提供。（商談会時の）
④商談スケジュ-ルの アレンジ。（韓国サプライヤ-との）
⑤通訳 無料支援（商談会時の） 1社当り1名を 完全支援。
⑥ホテル ⇔ 商談会場 間の 無料交通支援（朝夕1回づつ シャトルバス）
⑦歓迎レセプションの開催 (世界各国より 約500名のバイヤ-参加予定) 予定
⑧韓国貿易センタ-職員の 現地での 商談会進行補助・旅路同行案内など。
【締め切り】1月23日(月) 又は 定員になり次第 又は 定員になるまで。

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

ソウル国際食品産業展（SEOUL FOOD)は、１９８３年より毎年開催している韓国最大級

の食品・飲料専門展示会です。２０１２年で３０回目を迎える本展示会は、アジア最大級

の食品・飲料専門展示会の開催を目標とし、出展者数１４５０社/２８５０ブース、来場

者数６万人を予定しており、国内外への販路拡大、情報収集・交換・企業間の交流促進及

び協力強化などのビジネスチャンスを提供することを目的としております。

《展示会概要》

【名称】 『 2012年 韓国 ソウル 国際 食品産業大展示会 』

(総称： Seoul Food 2012) 30周年！！

【会期】2012年 5月 8日(火) ～ 5月 11日(金) ＜4日間＞

【会場】KINTEX (キンテックス) 韓国国際展示場 ( www.kintex.com )

（※ 位置：京畿道 高陽市 イルサン区 / 仁川空港より 約50分で

す。）

【主催】KOTRA (共催： 韓国食品工業協会、Allworld Exhibitions, KEM)

【規模】81,739S/M （約1450社、2850ブ-スを予定。）※ 過去最大規模

【展示品目】食品に関連する 食飲料・機資材・技術・安全・包装・サ-ビス等 全て。

※同展示会 公式ホ-ムぺ-ジ： www.seoulfood.or.kr  

※同展示会は 1983年から 今回 記念すべき 第30回目を迎え、食品関連の 展示会とし

ては韓国最大かつ 一番歴史のございます 食品総合展示会です。過去最大規模！！
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Information

タイ国政府貿易センター福岡（担当永野）

email: ttcfkk@thaitrade.jp

Email：092-751-6311

タイ国政府貿易センター福岡

TEL：092-751-6311　FAX：092-751-6522

E-mail：ttcfkk＠thaitrade.jp

第49回バンコク宝石・宝飾品フェア2012事前入場登録のご案内【九州・沖

タイ国政府商務省輸出振興局（DEP）は宝石・宝飾品の展示会を下記の通り開催いたします。

《開催概要》

【会期】２０１２年２月９日（木）～１３日（月）1000～1800（※最終日は1700まで）

【会場】インパクトエキシビションセンター（IMPACT）チャレンジャーホール 1-3

【主催】商務省国際輸出振興局（DEP）、タイ宝石・宝飾品貿易協会(TGJTA)

【出展規模】タイ国内外1200社出展予定（80,000平米） 【来場者数（見込み）】35,000人
【展示内容】ジュエリー（ゴールド、ダイヤモンド、デザイナー、最高級、ファッション、コ
スチューム）、ルース（ダイヤモンド、貴石・半貴石、合成、パール）、原石、シルバージュ
エリー＆クラフト、機械＆器具、ディスプレイ・パッケージ、ソフトウェア、協会・業界団体、
宝石ラボ、国内外メディア 他

【会場内サービス】無料シャトルバス（オフィシャルホテル-会場間）、タッチスクリーンコ

ンピューター、休憩所（コーヒー・スナック等軽食あり）、サイバーカフェ、ビジネスセン

ター

【公式サイト（英語）】http://www.bangkokgemsfair.com/

お問い合せ先

お問い合せ先

「第20回タイ国際食品展示会 2011」事前入場登録のご案内

タイ国政府商務省輸出振興局(DEPおよびケルンメッセ株式会社との共催により2011年5

月25日～29日の日程で、タイ国バンコクにて食品専門の国際見本市「第20回タイ国際食

品展示会 2011」が開催されます。事前に展示会入場登録頂ければ、数日後に入場用ID番

号を発行します。

《開催概要》

【フェア主催】タイ国政府商務省輸出振興局(DEP） 、タイ商工会議所、ケルンメッセ株式会

社

【開催期間】2011年5月25日～29日

商談日5月25日（水）～27日（金）10:00-18:00一般公開日5月28日～29日 10:00-20:00

【展示会場】インパクトエキシビションセンター（IMPACT) チャレンジャー 1-3

【出展内容】食品・飲料部門有機他各種食品原材料・加工食品、調理済加工食品等他

【出展】

■2010年実績 出展者992社/2,524ブース 会場規模42,000平米 来場者75,558名

■2011年出展規模（予定） 出展者1,000社/2,600ブース 会場規模45,000平米

※本展示会への来場登録をご希望の方は、申込みフォーム

(http://japan.thaitrade.com/trade/pdf/THAIFEX2011_reg.pdf)にご記入の上、当センター

までFAXまたはE-maiにてご返送下さい。
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Information

福岡県総合政策課政策推進班（古賀、今岡、朝日）

Email：hishida@mipro.or.jp

TEL:092-643-3159　FAX: 092-643-3160

ミプロ「(財)対日貿易投資交流促進協会」企画課　菱田

TEL：03-3988-2791　FAX：03-3590-7585

お問い合せ先

お問い合せ先

九州・山口地方初「福岡ＥＲＩＡ（ｴﾘｱ）国際ﾌｫｰﾗﾑ」ご案内

「ﾏﾆﾗ･ﾌｴｲﾑ国際家具･ｲﾝﾃﾘｱ･ｷﾞﾌﾄ展」買付ﾐｯｼｮﾝのご案内

ミッションでは，マニラFAMEとアジアのインテリア･ギフト製品を熟知するマーケティング･

スペシャリストが商品の探し方，商談等のチェックポイントについて，現地で参加者へアドバ

イスしますので，この機会に是非ご参加ください。

《開催概要》

【実施期間】2012年3月13日(火)～16日(金)

【展示会名】manila FAME International
【会場】SMXコンベンションセンター

【出展者数】約500社
【出展内容】家具，インテリア，ファッションアクセサリ，ジュエリー，アートクラフト他

【その他】①manilaFAME展は，商談・発注の場であり，展示商品の即売は行っておらず，商品

をその場で購入して帰ることは出来ません。
②発注・決済・輸入業務等は参加各社（者）のご判断と責任でお願いいたします。
③webからも登録できます。http://www.manilafame.com.ph/

このフォーラムでは、小川洋福岡県知事、スリン・ピッスワンASEAN事務総長の基調講演をはじ
め、ERIA及びERIAがネットワークを結ぶ東アジア16か国の代表的研究機関の研究者、並びに県
内の研究者、企業経営者が参加し、「東アジア経済統合と中小企業戦略」について講演および
ディスカッションを行い、日本の中小企業の海外展開に関わる課題とビジネスチャンスについて討
論を展開します。

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

《開催概要》
【日時】平成24年2月1日(水曜日) 13時～17時10分
【場所】ホテルオークラ福岡 ４F「平安の間」 （福岡市博多区下川端町）
【同時通訳】あり
【参加費】無料
【定員】300名（どなたでも参加できますが事前申込が必要です。先着順）
【主催】福岡県、東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）
【詳細URL】http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f17/eriaforum.html
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Information

製品安全セミナー担当：日戸、中村

TEL：03-3971-6571／FAX：03-3590-7585 

（財）交流協会　貿易経済部　担当：冨岡、早瀬

TEL：03-5573-2600

お問い合せ先

お問い合せ先

製品安全セミナー「輸入食品・食器類の安全性確保と輸入時の留意

点」

【ｾﾐﾅｰ】台湾を通じた海外事業展開の優位性と成功への鍵

最近の台湾への投資状況、日本からの進出のメリットや留意点、台湾の受け入れ体制、

会計･税務の概要等について、台北で日本企業の台湾進出支援の窓口として相談業務を

行っている野村総合研究所台北支店および現地会計事務所のデロイト台湾からお二人を

講師として招きお話を伺います。

【大阪会場】

日 時： 2012年1月30日（月）13：30～16：00

会 場： シティプラザ大阪4階 「眺」 (大阪市中央区本町橋2-31)

主 催：（財）交流協会、台北駐大阪経済文化弁事処

共 催（予定）： 大阪商工会議所、ジェトロ大阪

【東京会場】

日 時： 2012年1月31日（火）13：30～16：00

会 場：泉ガーデンコンファレンスセンターROOM 5(港区六本木1-6-1泉ガーデンタ

ワー7階)

主 催：（財）交流協会、台北駐日経済文化代表処

定 員： 両会場とも各70名（先着順）

参加費： 無料

今回のセミナーでは、厚生労働省・検疫所より講師をお招きし、食品等の輸入届出制度
の概要、検疫所における監視指導体制及び違反状況、安全な食品・食器を輸入するため
に留意すべきポイントについてお話いただきます。
これから輸入ビジネスを始めたい方、すでに始めている方も、是非この機会にご参加く
ださい。

《開催概要》
【日時】2012年02月20日（月） 14：30～16：30  
【内容】[講師] 厚生労働省・東京検疫所 食品監視課

輸入食品相談指導室長 外枦保 正 氏
【募集人員】50名 （先着順 定員になり次第締め切ります）
【参加費】 無料
【会場】池袋サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル5階

コンファレンスルームRoom6 
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◇インタースタイル（ボードカルチャー&ファッショ
ン展示会）【スポーツ、衣料、自転車、趣味】

2月14日（火）～2
月17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=146911&UserName=webu
ser4

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=138013&UserName=webu
ser4

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

1月25日（水）～1
月27日（金）東京
ビッグサイト

◇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】

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

1月25日（水）～1
月26日（木）神戸
国際展示場

◇第141回 2012夏・日本グランドシューズコレク
ション【履物】

◇ブライダル産業フェア2012 in大阪【冠婚葬祭】

2月14日（火）～2
月15日（水）イン
テックス大阪

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146800&UserName=webu
ser4

◇HVAC&R JAPAN 2012（ヒーバックアンドアール
ジャパン）第37回 冷凍・空調・暖房展【貯蔵、保
蔵、空調、給排水】

◇第16回おおた工業フェア【製造・生産技術、金
属製品】

2月14日（火）～2
月16日（木）パシ
フィコ横浜

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=150001&UserName=webu
ser6

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

◇第29回 エレクトロテスト・ジャパン【精密・測定・
試験機器】

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

1月20日（金）～1
月23日（月）イン
テックス大阪

◇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）】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=147868&UserName=webu
ser4

2月2日（木）～2
月4日（土）大田
区産業プラザ

◇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）】

1月18日（水）～1
月20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=149918&UserName=webu
ser5

2月9日（木）～2
月12日（日）パシ
フィコ横浜

◇CP+（シーピープラス）2012【カメラ、光学、光工
学、映像】

見本市情報

～国内開催見本市～
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◇International Home + Housewares Show
【家庭用品、食卓用品、家具・インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148003&UserName=webu
ser3

3月10日（土）～3
月13日（火）米国
/ シカゴ

◇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?Archiv
eId=1&DocumentNo=65397&UserName=webus
er3

◇CRFA Show 2012【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146745&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=148160&UserName=webu
ser3

http://www.jetro.go.jp/cgi-
bin/mw_mihon_search_jp/onedocument?Archiv
eId=1&DocumentNo=146995&UserName=webu
ser3

URL

3月5日（月）～3月
8日（木）中国 / 北
京

◇2012 The 19th China (Beijing) International
Building Decorations &
　Building Materials Exhibition【ビル保守管理、営
繕、衛生設備】

開催期間 見本市名

3月4日（日）～3
月6日（火）カナ
ダ / トロント

3月7日（水）～3月
11日（日）ドイツ /
ベルリン

3月6日（火）～3
月10日（土）ドイ
ツ / ハノーバー

◇CeBIT 2012(国際情報通信技術見本市)【電気・
電子、通信、情報処理】

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. Company WebPage ProductName

1
HAWAII THAI FURNITURE
CO.,LTD.

http://www.hawaiithai.com Wickerwork Furniture (indoor /outdoor)

2
MT ALUMET COMPANY
LIMITED

http://www.mtalumet.com Body Treatment,Home Fragrance,Spa Products

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

4 ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Ｓｉｌｖｅｒ Jewelry,Gold Plated Jewelry

5
SAMMITR AUTOPART
CO.,LTD.

http://www.sammitrauto.com Agricultural & Motor Vehicle Parts

6 SCG TRADING COMPANY http://www.scttrading.com
Organic Agricultural Products(Coconut
Milk,Rice,Sugar, Wasabi)

7 TANA NETTING CO.,LTD. http://www.tananetting.com Mosquito net

8
THAI ORIENTAL
LEATHER CO.,LTD.(TOL)

http://www.thaiorientalleather.com
/

Exotic Leather
Products:Stingray,Crocodile,Snake,Ostrich,
Other Leather

9 THUNGKULA CO.,LTD. http://www.thungkula.com Rice(Hom Mali,Brown,Red,Black etc.,)

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（2011.12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 24 年 1 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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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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(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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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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