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〒170-8630　東京都豊島区東池袋3-1-3　ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ・ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄﾋﾞﾙ6階

Information

マレーシア貿易開発公社(MATRADE) 大阪事務所　担当：橋詰 

TEL：06-6451-6520　FAX：06-6451-6521

E-mail：osaka@matrade.gov.my　

〒530-0001　大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ18階

TEL:03-3971-6571 / FAX:03-3590-7585

製品安全セミナー担当：日戸・中村

製品安全セミナー「食品・食器類の輸入通関と検査」のご案内

お問い合わせ

マレーシア国際総合展示会 INTRADE 2012 バイヤーミッションのご案内

お問い合わせ

INTRADE MALAYSIA 2012はあらゆる産業界から15カ国400社以上の出展、バイヤーを中心に
9,000人以上の来場を見込むクアラルンプールで開催されるマレーシア貿易開発公社主催の総

合展示会です。
この度日本のバイヤーの皆さまを「INTRADE MALAYSIA 2012」にご招待し、事前に希望商材

をヒアリングした上でアレンジする個別商談会にご参加いただくツアーにご招待いたします。
ご興味のある方は、マレーシア貿易開発公社（MATRADE）大阪事務所まで是非、ご連絡くださ

い。

【開催概要】
日時：2012年11月26日(月)～30日(金) 

会場：MATRADEコンベンションセンター・クアラルンプール・マレーシア
主催：マレーシア貿易開発公社

内容：国際総合展示会(INTRADE 2012)視察&事前に希望商材をヒアリングした上でアレンジす
る個別商談会ツアー

詳細はこちら→http://www.ibpcosaka.or.jp/network/event/2012/121126_seminar.pdf

食品・食器類の輸入通関をスムーズに進めるためには、届出に必要な書類や自主検査の手配など、
事前準備が重要です。
当セミナーでは、厚生労働省の登録検査機関から講師をお招きし、輸入者の自主検査を中心に、
輸入通関に係わる検査手続きについて解説を行います。
この機会に是非ご参加ください。

※参加申込みの注意事項
本セミナーは有料セミナー(1,000円)です。参加費は、当日会場受付にてお支払いください。

【開催概要】
日時： 2012年10月26日（金） 14：00～16：00  

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5F
内容 ：食品衛生法に基づく輸入届出の概要

登録検査機関での検査の流れ
自主検査の依頼方法と必要な書類とサンプル量
品目登録制度の利用 など

講師：（財）日本食品分析センター 東京本部業務二課 課長 吉川 淳 氏
募集人員: 50名（先着順 定員に達し次第締め切ります）
参加費 :1,000円

-1-



E-mail：jimukyoku@flor-azul.com

在日ブラジル商業会議所関西エリア 田中

(社)宮崎県物産貿易振興センター（担当：柏木、立山）

Information

TEL：06-6841-7638　FAX：03-6447-2834

TEL：0985-38-9351 FAX：0985-38-9354

ブラジル経済セミナーin大阪のご案内

本セミナーは、日本の企業の方々にブラジルの経済状況と、安全かつ収益性のあるビジネスを行
うための情報をお届けするものです。

ブラジルからスペシャルゲストとして、カイシャブラジル連邦貯蓄銀行頭取ジョルジェ・エレダ
氏の基調講演を予定しています。また、日本側からは、ブラジルのことを良く知る磐田信用金庫理

事長高木昭三氏と日本貿易振興機構(ジェトロ)海外調査部中南米課課長代理二宮康史氏に講演いた
だきます。

【開催概要】

日時：2012年10月18日(木) 14：00～17：00 
会場：ANAクラウンプラザホテル大阪 3F「万葉西」

主催：在日ブラジル商業会議所
共催：大阪商工会議所、神戸商工会議所、京都商工会議所

後援：駐日ブラジル大使館、大阪府
参加費：無料

詳細はこちら→http://www.ibpcosaka.or.jp/network/event/2012/121018_02_seminar.pdf

お問い合わせ

お問い合わせ

【グローバル産業人材活用セミナー】「ヒト」を活用して海外へのご案内

近年、成長著しい東アジアなど、海外への事業展開や海外からの需要の取り込みを視野に入れる企業が増

えています。しかしながら、商習慣の違いや言葉の壁などの理由から、うまく進んでいないケースも少なくあり

ません。

このセミナーでは、グローバル産業人材を活用した海外市場の取り込みに関する講演、及び、海外展開に取

り組んでいる企業の事例を紹介します。

海外との架け橋になるグローバル産業人材の活用にご関心のある方は、奮ってご参加下さい。

【開催概要】

日時：平成24年10月18日(木) 14:00～16:00 

場所：シーガイアコンベンションセンター 4th Floor アイボリールーム

（宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地）

対象：企業、経済団体、金融機関等

主催：九州経済産業局、宮崎県、九州グローバル産業人材協議会、

一般財団法人九州地域産業活性化センター、九州経済国際化推進機構、

社団法人宮崎県物産貿易振興センター

（プログラム）

グローバル産業人材活用セミナー

グローバル産業人材を活用した事例紹介

申込締切：10月12日(金) 
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〒163-0570　東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル18階

〒812-0029　福岡市博多区古門戸町1-1

リード ジャパン（株）内

日刊工業新聞社 西部支社 業務部　担当：宗

Information

TEL：092-271-5715　FAX：092-271-5881

TEL ： 03-3349-8511 (直)　FAX ： 03-3349-8523

E-mail：monoinfo@media.nikkan.co.jp

E-mail ：ifex@reedexpo.co.jpお問い合わせ

お問い合わせ

モノづくりフェア2012のご案内

今回で28回目の開催となる展示会で，近年はアジアの国からの出展も受け入れています。本展示会
では自動車のほか，次世代技術などさらに広くモノづくりに関するさまざまな展示や情報発信を行っ

ています。アジアと1番近い九州においてのビジネスマッチングの場として，ご来場ください。

【開催概要】
会期：2012年10月24日（水）～26日（金）3日間

開場時間：10:00～17:00（最終日は16:00）
会場：マリンメッセ福岡（福岡市博多区沖浜町7-1）

主催：日刊工業新聞社
入場料：1,000円（税込み／招待券持参者は無料）

併催事業：関連セミナー、特別展示、関連イベント他
詳細はこちら→http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/outline/

～花業界アジア最大の商談展 IFEX～
IFEXは、世界中から花に関するあらゆる商品が集結する、花業界 アジア最大の国際商談展です。

切花、農業資材、花材、フラワー雑貨などの仕入れ・商談のためにぜひご来場ください。

【開催概要】
会期： 2012年10月10日［水］〜12日［金］

開場時間： 10：00～18：00（12日［金］のみ17：00終了）
会場： 幕張メッセ

主催：日本フローラルマーケティング協会（JFMA） / リード エグジビション ジャパン 株式会社

（同時開催展）
第6回 国際 ガーデンEXPO［GARDEX］

第4回 国際 エクステリアEXPO［EXTEPO］
第2回 国際 農業資材EXPO［AGRITECH］

第2回 国際 道工具・作業用品EXPO［TOOL JAPAN］
※展示会招待券（無料）のお申込はこちら↓

https://contact.reedexpo.co.jp/expo/FGEX/?lg=jp&tp=inv&ec=IFEX

第9回国際フラワーEXPOのご案内

-3-



〒101-8449　東京都千代田区猿楽町1-5-18千代田ビル

〒：559-0034大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10　ATC　ITM4-J- 8

Email:itpc.osaka@kemendag.go.id

TEL：06-6615-5350　　　FAX:06-6615-5351

Information

Tel: 03-3219-3567　Fax: 03-3219-3628

Email: nanotech@ics-inc.co.jp

インドネシア貿易振興センター（ITPC）

nano tech 実行委員会 （株）ICSコンベンションデザイン

お問い合わせ

お問い合わせ

第12回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議出展のご案内

「第27回トレードエキスポインドネシア」のご案内

nano tech 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議は、「ナノテクノロジー」に関する世界最
大の展示会です。

2013年は第12回目の開催となり、最先端技術と製品のビジネスマッチングを創出いたします。

【開催概要】
名称： nano tech 2013 第12回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
日時：2013年1月30日（水） - 2月1日（金）10：00-17：00 
会場：東京ビッグサイト東4・5・6ホール&会議棟
主催：nano tech実行委員会
展示規模：600社 800小間
予定来場者数：50,000名
入場料：3,000円（但し、Webサイトで事前登録された方は入場無料）
出展料：企業 ¥320,000（税別）

独法・公的機関・海外パビリオン・学校各研究室 ¥160,000（税別）

(開催までのスケジュール)
2012年10月26日（金） 出展者説明会
2012年10月31日（水） 出展本申込締切
2012年11月30日（金） 出展料支払期限
2013年1月28日（月）・29日（火） 搬入設営
2013年1月30日（水）- 2月1日（金） 展示会開催（即日撤去）
※出展申込はこちらから→http://www.nanotechexpo.jp/info_exhibitor.html

「トレードエキスポインドネシア」は、インドネシア企業がグローバルマーケットへ参入するチャン
スとして毎年インドネシア商務省が開催しているトレードフェアです。

今回「Trade with REMARKABLE INDONESIA～注目すべきインドネシアと貿易を」をメインテーマに、
農産物から、鉱物といった様々な工業製品までを含む、製品・サービスを紹介する予定です。

【開催概要】

会場：インドネシア・ジャカルタ市、クマヨラン、ジャカルタ国際展示場（JIExpo）
会期：2012年10月17日（水）～20日(日) 10：00-16：00 企業向け

16：00－20：00 一般ビジター向け
2012年10月21日（日）10：00-19：00： 企業者及び一般ビジター向け

来場予定者：約15，000名以上の専門家、外国人バイヤー、海外企業の代表及び実務担当者、政府・団
体職員、一般消費者
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10月17日（水）～
10月19日（金）東
京ビッグサイト

◇IFFT/インテリア ライフスタイル リビング
【家具・インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFFTinteriorlifestyleliving_335
47

Information

開催期間 見本市名 URL

10月17日（水）～
10月19日（金）東
京ビッグサイト

◇危機管理産業展(RISCON TOKYO) 2012
【防災、警備、消防、防衛】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/RISCONTOKYO_33377

10月24日（水）～
10月26日（金）滋
賀県立長浜ドーム

◇びわ湖環境ビジネスメッセ2012【環境】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ENVIROSHIGA2012_33758

10月30日（火）～
11月5日（月）明治
神宮外苑前絵画
館前

◇TOKYO DESIGNERS WEEK 2012【家具・
インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TOKYODESIGNERS_33977

10月31日（水）～
11月2日（金）パシ
フィコ横浜

◇FPD International 2012【電気・電子、製
造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FPDInternational_33938

11月1日（木）～11
月6日（火）東京
ビッグサイト

◇JIMTOF 2012 第26回 日本国際工作機械
見本市【工作機械】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JIMTOF2012_29583

11月7日（水）～11
月10日（土）ポート
メッセなごや

◇メッセナゴヤ2012【環境、エネルギー、食・
飲料、衣料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MESSENAGOYA_33664

11月14日（水）～
11月16日（金）幕
張メッセ

◇国際放送機器展【放送、映像、電気・電
子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/InterBEE_33714

11月14日（水）～
11月16日（金）東
京ビッグサイト

◇Japan Home & Building Show【建築・建
設、環境、防災、警備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanHome_33591

11月14日（水）～
11月16日（金）パ
シフィコ横浜

◇Embedded Technology 2012／組込み総
合技術展
【電気・電子、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ET2012_33525

見本市情報

～国内開催見本市～
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開催期間 見本市名 URL

11月27日（火）～
11月29日（木）ス
ペイン / バルセロ
ナ

◇EIBTM - The Global Meetings & Events
Exhibition【観光・旅行】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EIBTM_31880

11月27日（火）～
11月30日（金）フラ
ンス / リヨン

◇POLLUTEC 2012 - International
exhibition of environmental equipments,
　technologies and services【環境、廃棄物処
理、リサイクリング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PollutecCapitale_29811

11月27日（火）～
11月30日（金）中
国 / 上海

◇International Trade Fair for Construction
Machinery, Building
　Material Machines, Construction Vehicles
and Equipment
　（第4回 国際建設機械・建設資材製造機

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/baumaChina2012_33630

11月27日（火）～
11月30日（金）ドイ
ツ / フランクフルト

◇World Fair for Moldmaking and Tooling,
Design and Application
　Development【金属製品、工具、金型】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EuroMold2012_32275

11月29日（木）～
12月2日（日）トル
コ / イスタンブー
ル

◇CeBIT Bilisim Eurasia 2012【通信、情報処
理、電気・電子、先端技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CeBITBilisim_34525

12月1日（土）～12
月9日（日）イタリア
/ ミラノ

◇L'ARTIGIANO IN FIERA 2012
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、家庭用
品、食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LArtigianoIn_34823

12月4日（火）～12
月7日（金）シンガ
ポール

◇Asia TV Forum & Market【放送、映像、通
信】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ATF2012_35354

12月5日（水）～12
月8日（土）インド
ネシア / ジャカル
タ

◇Manufacturing Indonesia 2012 Series
【製造・生産技術、工具、産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ManufacturingIndonesia_3206
0

12月11日（火）～
12月13日（木）米
国 / オーランド

◇POWER-GEN International 2012【エネル
ギー、電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PGI2012_35333

12月7日（金）～12
月9日（日）ドイツ /
ハンブルク

◇mineralien hamburg 2012【鉱物、宝石】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/mineralienhamburg_34738

～海外開催見本市～

見本市情報
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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

1
BATHROOM DESIGN
CO.,LTD.

http://www.bathroomtomorrow.
com

Bathroom goods, products,bathtuub,etc.,

2
HAWAII THAI
FURNITURE CO.,LTD.

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

3
Khanti 925 Silver
Jewelry

http://www.khanti-925.com 925 Sterling Silver Jewelry

4
NAVDEEPAK
CORPORATION
CO.,LTD.

http://www.navdeepakcorp.co
m

Electronic Goods, Mobile Phones

5
QGI International
Products Co.,Ltd.

http://www.qginternational.com Zoysia for Turf (Grass for Golf Course)

6
S.S. FURNITECH
CO.,LTD.

http://www.ssfurnitech.com/
Furniture(Bedroom sets,Living
Room,Dining Room,Kitchen, Office)

7
THAI VEGETABLE OIL
PCL.

http://www.tvothai.com Soybean Oil

8
YCP JEWELRY
COMPANY LIMITED

Gold Jewelry with Diamond

9 Lanta Manex Co.,Ltd.

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（2012.8月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1
ＡＳＥＡＮ－ＪＡＰＡＮ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　２０１１　ＡＳＥＡＮ－日本統計
集

ＡＳＥＡＮ－ＪＡＰＡＮ　ＣＥＮＴＲＥ　国際機関アセア
ンセンター

2012/08/21

2 ＫＥＲ経済情報　Ｎｏ．２６９　２０１２．８ 株式会社鹿児島経済研究所 2012/08/21

3 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　第３７巻　第８号 光華畫報雑誌社 2012/08/21

4 財界九州　Ｎｏ．１０５６　２０１２．９ 株式会社財界九州社 2012/08/22

5 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４００　２０１２．８．２３ 株式会社東京商工リサーチ 2012/08/24

6
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２９０１　２０１２年８月２０
日

日本貿易振興機構 2012/08/24

7 鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値）　平成２４年７月分 鹿児島税関支署 2012/08/27

8 徳島貿易ニュース　Ｎｏ．５９　２０１２年度第１号 徳島貿易情報センター 2012/08/27

9 日経ビジネス　２０１２．８．２７ 株式会社日経ＢＰ社 2012/08/27

10 日本香港協会ニュース　飛龍　Ｎｏ．７１ 日本香港協会 2012/08/27

11 ベトナムの投資環境 株式会社国際協力銀行 2012/08/30

12 ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＬＩＮＥＲ　Ｎｏ．５８　Ａｕｇｕｓｔ　２０１２ 香港経済貿易代表部（東京） 2012/08/31

13 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４０１　２０１２．８．３０ 株式会社東京商工リサーチ 2012/08/31

14
中国の新興内陸地域（ネクストフロンティア）事業環境調査報告
書

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部　中国北
アジア課

2012/09/03

15 ＬＩＮＫＳ　日秘商工会議所情報誌　Ｎｏ.１０　２０１２年５月 日秘商工会議所 2012/09/03

16 ハーモニー　夏号　Ｖｏｌ．02　２０１２ 公益社団法人日本関税協会 2012/09/03

17 台湾情報誌　交流　Ｖｏｌ．８５７　２０１２年８月 公益財団法人交流協会 2012/09/03

18 日経ビジネス　２０１２．９．３ 株式会社日経ＢＰ社 2012/09/03

19 商工金融　第６２巻代８号　２０１２年8月号 一般財団法人商工総合研究所 2012/09/05

20
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２９０３　２０１２年９月３
日

日本貿易振興機構 2012/09/05

21
はじめてのベトナム進出　２０１２　中小企業に覚えておいてほし
いベトナム投資の心得

日本貿易振興機構（ジェトロ）進出企業・知的財産
部　進出企業支援課

2012/09/05

22 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４０２　２０１２．９．６ 株式会社東京商工リサーチ 2012/09/07

ライブラリー近着図書(H24.8.21～H24.9.20)

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！！

※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。

★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。
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23 貿易と関税　２０１２．９ 公益財団法人日本関税協会 2012/09/07

24 貿易実務ダイジェスト　２０１２．９ 公益財団法人日本関税協会 2012/09/07

25 平成二十四年度版　関税六法 公益財団法人日本関税協会 2012/09/10

26 月刊　グローバル経営　２０１２．９ 一般社団法人日本在外企業協会（日外協） 2012/09/10

27
２０１２　通商白書　世界とのつながりの中で広げる成長のフロン
ティア

経済産業省 2012/09/10

28 中華民国　台湾投資通信　Ｖｏｌ．２０４　Ａｕｇｕｓｔ ２０１２ 中華民国経済部投資業務処 2012/09/10

29 日経ビジネス　２０１２．９．１０ 株式会社日経ＢＰ社 2012/09/10

30 ジェトロセンサー　２０１２．１０ 日本貿易振興機構 2012/09/12

31
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２９０４　２０１２年９月１
０日

日本貿易振興機構 2012/09/12

32 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４０３　２０１２．９．１３ 株式会社東京商工リサーチ 2012/09/14

33 日経ビジネス　２０１２．９．１８ 株式会社日経ＢＰ社 2012/09/18

34
海外ビジネス情報　ＯＩＴＡ　Ｔｒａｄｅ　＆　Ｖｉｅｗｓ　Ｖｏｌ．８４　Ｓｅｐｔ
ｅｍｂｅｒ-Ｏｃｔｏｂｅｒ

大分貿易情報センター 2012/09/19

35 財界九州　Ｎｏ．１０５７　２０１２．１０ 株式会社財界九州社 2012/09/20

-9-



- 1 -

101.5 )80.8
758 79 187 k

-10-



- 2 -

-11-



- 3 -

-12-



- 4 -

51.1%

24.3%

19.1%

5.5%

86.9%

10.3%

2.4%

0.3%

0.1%

-13-



1

-14-



2

-15-



3

-16-



4

-17-



5

-18-



6

-19-



7

-20-



8

-21-



9

-22-



－外国貿易コンテナ－

＊＊＊ 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 10 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。

【問い合わせ先】

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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平成 24 年度志布志港ポートセミナー（東京）の開催案内

志布志港は，大型バルク貨物船による飼料原料の輸入をはじめ，近年増加傾向にある外貿コン

テナを取り扱うなど，南九州地域における国際物流拠点港としての役割を担っており，国際コン

テナターミナル等の港湾施設が整備されています。

また，定期航路については，中国・韓国・台湾等を結ぶ外貿コンテナ定期航路や東京・大阪・

那覇等を結ぶ国内定期航路が開設されている等，港湾機能が充実しています。

ポートセミナーでは，志布志港の概要や航路開設状況，助成事業等を紹介する他，「『志布志』

と『港』を考える」と題した講演も行われます。志布志港に関心のある方はどうぞご参加くださ

い。

※ポートセミナー及び情報交換会への参加費は，無料です。

【開催概要】

日時：平成 24 年 11 月 8 日（木曜日）

場所：椿山荘（〒112-8680 東京都文京区関口 2-10-8，TEL03-3943-1111）
主催：志布志港ポートセールス推進協議会

後援：国土交通省九州地方整備局，鹿児島県，志布志市，日本貿易振興機構（ジェトロ），(公社)
鹿児島県貿易協会，鹿児島県商工会議所連合会，志布志港湾振興協議会

【プログラム】

受付：15 時 15 分 ～

（ポートセミナー）16 時 00 分 ～ 17 時 20 分

会場：プラザ 5F オリオン 1 
・主催者あいさつ

・プレゼンテーション（志布志港の概要について）

・プレゼンテーション（志布志市の取り組みについて）

（講演）『志布志』と『港』を考える

講師：経営コンサルタント 田中アソシエイツ 代表 田中 博 氏

（前三菱商事株式会社鹿児島支店長）

情報交換会（立食形式）：17 時 30 分 ～ 19 時 00 分

会場：プラザ 5F オリオン 2

問い合わせ先

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 片岡，立和名）

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 TEL099-286-3640 FAX099-286-5629
E-MAIL sbsport@pref.kagoshima.lg.jp
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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】：103 社（平成 24 年４月 1 日現在）

【役員】：会長 丹下 甲一

理事  19 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】個人 3,000 円（2種会員）

     団体 3,000 円（1種・2 種・3 種会員共通）

【会費】1 種会員費・・・・団体 30,000 円（年額）

    2 種会員費・・・・個人 24,000 円（年額）

                          団体 24,000 円（年額）

    3 種会員費・・・・団体 50,000 円（1口あたり/年額）

※1 種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。

※3 種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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(公社)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。

～アドバイザーのご紹介～

※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 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

担当 アドバイザー 所属

実務 弓場　秋信 弓場貿易(株)代表取締役社長

通関 日置　建一 鹿児島海陸運送(株)空港営業所長

通関 平野　孝文 日本通運(株)志布志支店長

通関 小田原　正明 (株)共進組外航部通関課課長補佐

金融 梅　允中 (株)鹿児島銀行国際ビジネス推進室長

金融 上園　祐二 (株)南日本銀行営業統括部支店支援室WIN－WINネット推進グループ主幹
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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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