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〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-9-28　福岡商工会議所ビル7Ｆ

Information

(公財)交流協会　貿易経済部　担当：冨岡、皆川　

TEL：03-5573-2600　FAX：03-5573-2601

Email：iaj_center@koryu.or.jp

〒106-0032東京都港区六本木３丁目１６番３３号青葉六本木ビル７階

E-Mail:fukuoka@taitra.org.tw

TEL：092-472-7461　　FAX：092-472-7463　　

台湾貿易センター　福岡事務所

第15回国際フラットパネルディスプレイ見本市出展のご案内

お問い合わせ

台湾ビジネスセミナー（福岡会場）のご案内

お問い合わせ

～日台ビジネスアライアンスの優位性と最新動向～
台湾が有力な進出先として注目されています。今回、日台アライアンスの研究者、経営者そ

して台湾現地で日系企業のビジネス展開をサポートしている公認会計士を招いて、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

等についてのセミナーが開催されます。台湾の情報収集の場として御活用ください。

【開催概要】
日時：2012年12月20日（木）13：30～17：00（受付開始13:00）

会場：福岡商工会議所ビル 4階401-5会議室（福岡市博多区博多駅前2－9－28）
内容：「日台ビジネスアライアンスの優位性と最新動向」

（講師）池上 寛 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
新領域研究センター企業・産業研究グループ 研究員

「企業の日台アライアンス取り組み事例」
（講師）高見澤 友伸 株式会社コスモテック 代表取締役社長

「台湾でビジネスを始めるには ～進出方法および進出後の会計・税務対応等～」
（講師）宮川 明子 勤業衆信聯合会計師事務所(ﾃﾞﾛｲﾄ･ﾄｳｼﾕ･ﾄｰﾏﾂ加盟事務所) 副総経理

主催：（公財）交流協会
定員：80名（先着順。定員を超えた場合はご連絡します。）

参加料：無料（当日は受付にてお名刺を頂戴いたします。）

台湾はディスプレイのパネル、設備、生産設備、材料と部品の主要な輸入国として、世界
の重要な材料や設備メーカーの注目を浴びており､1998年から開催された「ディスプレイ台
湾」（Display Taiwan）はディスプレイ産業の実力を国際舞台にアピールする世界有数最大
規模のディスプレイ展示会です。この機会に出展ください。

【開催概要】
日時：2013年6月18～20日
場所：TWTC南港国際展示会場 （TAITRA運営施設）
主催：中華民國対外貿易発展協會(TAITRA) 、光電科学技術工業協進会（PIDA）SEMI TAIWAN､
台北市電腦商業同業公會（TCA）
申込締切日：2013年2月5日
出展優待：12月14日迄のお申込で出展費用の割引があります。

※出展案内の詳細、申込書は下記リンクよりダウンロードいただけます。
http://www.taitra.gr.jp/event/display/2013displaytaiwan-kit.doc
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Email：ibo@mydome.jp

(公財)大阪産業振興機構　国際経済支援課(IBO) 見浪

公益財団法人 日本関税協会　教育・セミナーG

Information

TEL：06-6942-2674　 FAX：06-6942-2258 

TEL ：03-5614-8875　FAX：03-5614-8876

大阪市中央区本町橋2-5　マイドームおおさか7階

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目11番11号 コミネビル3階 

ミャンマービジネスセミナーのご案内

～「最後のフロンティア」ミャンマーの“今”！～
本セミナーでは、チャイナプラスワンとして注目を集めるミャンマーの現状や今後の展望、変化

する法制度の解説、そして今年ミャンマーを訪問した企業が見た今の姿をご紹介します。

【開催概要】
日時：2012年12月10日(月) 14:00～17:00 

会場：マイドームおおさか8階 第3会議室 (大阪市中央区本町橋2-5)
主催：大阪府、(公財)大阪産業振興機構、大阪府商工会連合会

定員：100名 （先着順、受講票は発行しません。定員に達し参加いただけない場合のみ連絡いた
します）

参加費：無料
申込み締切日：2012年12月7日(金)

【内 容】

●第1部 ミャンマーのビジネス環境について
●第2部 経済ミッションを通して見たミャンマーの現状について

お問い合わせ

お問い合わせ

貿易実務教育セミナー（金融編）のご案内

本講座ではL/C（Letter of Credit）信用状の具体的な読み方を中心に、銀行間の資金決済方法という外

為の神髄に迫ります。貿易取引の代金決済方法が相場と関係がある点、銀行に金利が発生すると相場

に金利が織り込まれる点、国をまたがった銀行間の資金決済には様々な方法がある点など、外国為替

の仕組みを理解するために最適な講座です。

【開催概要】

日時：2013年1月18日(金）9:30～16:30
会場：日本教育会館

(千代田区一ツ橋2－6－2)
講師：曽我 しのぶ氏

定員：60名

参加費：19,000円

（会員)14,000円

申込締切：2013年1月7日（月）
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〒261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目7-1　住友ケミカルビル22階

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目7-1　住友ケミカルビル22階

OVTA財団法人海外職業訓練協会　

OVTA財団法人海外職業訓練協会　

Information

TEL：　043-276-7241　FAX：　043-276-7280

TEL：　043-276-7241　FAX：　043-276-7280

E-mail：gkenshu@ovta.or.jp 

E-mail：gkenshu@ovta.or.jp お問い合わせ

お問い合わせ

（タイ）ビジネス環境・労働関連法についてのセミナー

タイの概況及び最新ビジネス環境を始め，事例に基いた異文化価値観についても講演を行い
ます。タイでのビジネスをお考えの方はご参加ください。

【開催概要】
日時：1月16日(水）9：30～16：30（開場：9時15分）

1月17日(木) 9：30～16：30（開場：9時15分）
会場：東京八重洲ホール9階「902」 アクセス

（東京都中央区日本橋３－４－１３）
講師： 元田 時男 氏 OVTA国際アドバイザー
定員：20名
参加費：20,000円
詳細URL：http://www.ovta.or.jp/announce/130116_17tha.html

～中国の労働事情、社会保障 等～
中国での最近の労働事情（主に人事労働を中心に）や労働契約のありかた，労働契約の解除

についての留意点などをテーマにしたセミナーが2日間にわたって開催されます。

【開催概要】
日時：平成24年12月18日(火)～19日（水）

両日とも、9：30～16：30(開場：9時15分）
会場：東京八重洲ホール9階「902」 アクセス

(東京都中央区日本橋３－４－１３)
講師：内野 勉 氏 OVTA国際アドバイザー
定員：24名
参加費：20,000円

(中国) 任国事情・人事労務管理についてのセミナー
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〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-8　大阪商工会議所ビル５階

東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー9階

E-mail：ad@nna.jp

TEL：03-6218-4332　　FAX：03-6218-4337

Information

TEL：06-6944-6164　　FAX：06-6946-8865

(株)エヌ・エヌ・エー　クロスメディア事業部

日本商事仲裁協会大阪事務所

お問い合わせ

お問い合わせ

国際特許・ノウハウライセンス契約における実践的ドラフティングと交渉のご案内

インドネシアビジネスの現状（セミナー）のご案内

国際特許・ノウハウライセンス契約に関連する実際の具体的な事例を通して、実践的なドラフティ
ングと交渉の種々のポイントを分かり易く解説したセミナーが開催されます。先着順となっておりま
すので，お早めにお申込ください。

【開催概要】
日時：2012年12月12日（水） １３：３０～１６：３０
場所：大阪産業創造館 ６階 会議室 Ａ・Ｂ
講師：岡田 春夫 氏 （弁護士・ニューヨーク州弁護士、岡田春夫綜合法律事務所代表）
受講料：当協会会員 ￥11，000 非会員 ￥16，000 （各１名に付き）

お申込み後のキャンセルは出来ません。なお、代理出席は可能です
定員：70名（先着順）
詳細：http://www.jcaa.or.jp/seminar/2012/20121212.html
～プログラム～
１．契約観の相違

（ライセンス契約も契約である）
２．国際契約交渉における注意点

（してはいけないこと、すべきこと）
３．ライセンス契約に関する適用法
４．ライセンススキームの重要性

（オーダーメードのスキーム）
５．本格交渉に入る前の段階の注意点

インドネシアの歴史やマイクロ経済に深い造詣をもちながら､実務面で日経企業のサポートを
行ってきた気鋭のアドバイザーがインドネシアビジネスの魅力と注意点を解説するセミナーが開
催されます。2億4000万の人口を抱える魅力的な市場として熱い視線が注がれる一方で、頻発する
労働問題などをはらんでいるインドネシア市場を知る絶好の機会となりますので､ご参加ください。

【開催概要】
日時：2012年12月18日（火)14:30～17:00（14：00～受付)
場所：フクラシア東京ステーション（TEL：03-3533－7775）

東京都千代田区大手町2-6-1朝日生命大手町ビル
主催：(株)エヌ・エヌ・エークロスメディア事業部
定員：180名
受講料：一般 5,000円 NNA会員 3,000円
申込締切：2012年12月12日（水)
詳細URL：http://news.nna.jp/free/seminar/2012/121218_jpn/
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1月11日（金）～1
月13日（日）幕張
メッセ

◇TOKYO AUTO SALON 2013 with NAPAC
(東京オートサロン2013)
【自動車（部品）、自動車補修・サービス用
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TOKYOAUTO_37445

Information

開催期間 見本市名 URL

1月16日（水）～1
月18日（金）東京
ビッグサイト

◇第42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】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/42ndINTERNEPCON_36862

1月16日（水）～1
月18日（金）パシ
フィコ横浜

◇第37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2013」
【流通業、フランチャイズビジネス、地域的ビ
ジネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SCBusiness_37419

1月23日（水）～1
月25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、子供用品、ベ
ビー用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JFWIFF_34485

1月23日（水）～1
月26日（土）東京
ビッグサイト

◇第24回 国際宝飾展【宝石、貴金属、アク
セサリー、時計】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IJT2013_32868

1月16日（水）～1
月18日（金）東京
ビッグサイト

◇第5回 次世代照明 技術展 －Light-Tech
－【電気・電子、光学、光工学】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LightTech_36843

1月23日（水）～1
月24日（木）名古
屋市吹上ホール

◇第49回新春機材展【印刷】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/34349

1月30日（水）～2
月1日（金）東京
ビッグサイト

◇nano tech 2013 (第12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】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/nanotech_36954

1月30日（水）～2
月1日（金）東京
ビッグサイト

◇先進印刷技術展2013【印刷、先端技術、
製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AdvancedPrinting_36923

1月31日（木）～2
月3日（日）パシ
フィコ横浜

◇CP+（シーピープラス）2013【カメラ、映像
（映画、フォト）】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPCAMERA_37455

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

1月31日（木）～2
月3日（日）米国 /
デンバー

◇SIA Snow Show【スポーツ(用品・施設)】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SIASnow_37393

2月5日（火）～2月
8日（金）スペイン
/ バレンシア

◇CEVISAMA - International Exhibition for Architectural

Ceramics,

　Bathroom Equipment,Natural Stone, Row Materials, Frits,

Glanzes

　and Colours, Fritas y Maquinaria (Machinery: even years)

【鉱物、土石、ガラス、セラミック】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CEVISAMA_36163

2月6日（水）～2月
8日（金）ドイツ /
ベルリン

◇FRUIT LOGISTICA 2013【食・飲料、食品
加工、物流、貯蔵、保蔵】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FRUITLOGISTICA_36268

2月11日（月）～ 2
月15日（金）ロシア
/ モスクワ

◇20TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL
EXHIBITION FOR FOOD, BEVERAGES
　AND FOOD RAW MATERIALS【食・飲料、
食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PRODEXPO2013_36623

2月13日（水）～2
月16日（土）ドイツ
/ ニュルンベルク

◇Vivaness 2013 - Trade Fair for Natural
Personal Care and Wellness
【化粧品、美容関連用品、香水、ヘルスケ
ア、保健産業、保健用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Vivaness2013_36223

2月17日（日）～2
月19日（火）アラブ
首長国連邦 / ド
バイ

◇Middle East Electricity 2013【エネルギー】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEE_35457

2月25日（月）～2
月28日（木）スペイ
ン / バルセロナ

◇Mobile World Congress 2013【通信、情報
処理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MWC_35085

2月26日（火）～2
月28日（木）ドイツ
/ シュトゥットガル
ト

◇MEDTEC Europe
【医療・病院用機器、先端技術、製造・生産
技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEDTEC_36046

2月26日（火）～2
月28日（木）中国
/ 上海

◇The 13th China (Shanghai) International
Optics Fair
【眼科用機器・用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SIOF2013_36763

2月26日（火）～3
月1日（金）ロシア
/ モスクワ

◇CPM - Collection Premiere Moscow【衣
料、皮革、アクセサリー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPMMoscow_36281

～海外開催見本市～

見本市情報
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Information

SEOUL FOOD とは？

1983年から30年続くアジアで3番目に大きな食品展示会として毎年5月に開催

されており、50カ国以上、1450 社が出展し来場者は 47,000 人にのぼる展示会。

展示会概要

会期：2013 年 5 月 14日(火)～17 日（金）

開場時間：10:00～17:00

会場：KINTX（1-5、7-8 ホール）

主催：kotora

規模：7,6121 ㎡、1450 出展社/2,500 小間/50,000 来場者

出展申込期限：2013 年 2 月 22日(水)

※早期申込割引あり。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

http://www.kotra.or.jp/6460.html

お問合せ先

ＫＯＴＲＡ東京 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 9F

担当： ノ・ヒドン    

TEL：03-3214-6926    E-MAIL：noh@kotra.or.jp

グローバル食品産業の最新トレンドが大集合！
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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

1
 BANGKOK-AROW
INTERTRADE  http://www.schizoderma.com

Facial Skincare Products
made from Mushroom
Extract

2 BATHROOM DESIGN CO.,LTD. http://www.bathroomtomorrow.com 
 Bathroom Products(Bathtub,Shower
Enclosure),Sanitaryware,Bathroom

3 CN GROUP OF COMPANIES Ladies' & Men's Shirts for OEM

4
HAWAII THAI FURNITURE
CO.,LTD.

http://www.hawaiithai.com Wickerwork Furniture

5
JITVILAI WOOD PRODUCTS
CO.,LTD.

Wooden Construction Materials,Wood
Moulding,Wooden Picture Frame

6 JP INTERTRADE LTD.,PART. http://www.combiz.co.th 
Motorcycle Parts
(Shock Absorber,
Steering Damper)

7 KJ WORLD FOODS CO.,LTD. Jasmine Rice,Glutinous Rice,White Rice

8
LUCKY RESOURCES &
LOGITSTICS CO.,LTD. Wood Pellets

9 MARINER GROUP CO.,LTD. http://www.chaolay.co.th Seafood Snack,Ready-to-eat Topping

10
MAYOM HUMIDBALL LIMITED
PARTNERSHIP http://www.mayom.net Clay Pebbles as Soil Substitute

11 N2 RUBBER LIMITED
Natural Rubber(RSS,TSR),Latex
Gloves,Rubber Bands

12
PROJECT INNOVATION
EXPERT CO.,LTD. http://wwwpietology.com Organic Asparagus

13
R&N 2011 INTERNATIONAL
CO.,LTD. Blade Sharpner (patented)

14 TERRAGRO CO.,LTD.
http://www.plantheon.co.th/busin
ess-terragro.html

Latex, Smoked Rubber

15 THAI VEGETABLE OIL PCL. http://www.tvothai.com 

 Soybean Oil for cooking,
canned food,ingredient,
Scum Oil,
Deodiruzed Distillate
 Soybean Oil

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（2012.11月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 ＡＩＢＡだより　第６６号　２０１２年１０月 一般社団法人貿易アドバイザー協会 2012/10/22

2 日経ビジネス　２０１２．１０．２２ 株式会社日経ＢＰ社 2012/10/22

3 財界九州　Ｎｏ．１０５８　２０１２．１１ 株式会社財界九州社 2012/10/23

4 日本貿易会月報　Ｎｏ．７０７　２０１２．１０ 一般社団法人日本貿易会 2012/10/23

5 平成２３年　高知県の貿易
高知県産業振興推進部、日本貿易振興機構（ジェ
トロ）高知貿易情報センター

2012/10/25

6 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４０９　２０１２．１０．２５ 株式会社東京商工リサーチ 2012/10/26

7 鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値）　平成２４年９月分 鹿児島税関支署 2012/10/26

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

9 アジ研　ワールド・トレンド　Ｎｏ．２０５　２０１２．１０ アジア経済研究所 2012/10/29

10 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　第３７巻　第１０号　２０１２．１０ 光華畫報雑誌社 2012/10/30

11 タイの投資環境　２０１２年１０月 株式会社国際協力銀行 2012/10/30

12 ＪＡＰＰＥ　２０１２　日系自動車部品展示会　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ/会刊 日本貿易振興機構（ジェトロ）広州事務所 2012/11/02

13 台湾ビジネスガイド　２０１２年９月版 Ｄｅｌｏｉｔｔｅ ＆ Ｔｏｕｃｈｅ 2012/11/02

14 台湾情報誌　交流　Ｎｏ．８５９　２０１２年１０月 財団公益法人交流協会 2012/11/02

15 日経ビジネス　２０１２．１１．５ 株式会社日経ＢＰ社 2012/11/05

16 商工金融　第６２巻代１０号　２０１２年１０月号 一般財団法人商工総合研究所 2012/11/07

17 貿易と関税　２０１２年１１月 公益財団法人日本貿易関税協会 2012/11/07

18 月刊　グローバル経営　２０１２．１１ 一般社団法人日本在外企業協会（日外協） 2012/11/08

19 中華民国　台湾投資通信　Ｖｏｌ．２０６　Ｏｃｔｏｂｅｒ　２０１２ 中華民国経済部投資業務処 2012/11/08

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。

ライブラリー近着図書(H24.10.21～H24.11.20)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

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。

ライブラリー近着図書(H24.10.21～H24.11.20)

20 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４１１　２０１２．１１．８ 株式会社東京商工リサーチ 2012/11/09

21 貿易実務ダイジェスト　２０１２．１１ 公益財団法人日本関税協会 2012/11/09

22 日経ビジネス　２０１２．１１．１２ 株式会社日経ＢＰ社 2012/11/12

23 ジェトロセンサー　２０１２．１２ 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2012/11/12

24
ＤＩＲＥＣＴＯＲＹ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＣＯＭＰＡＮＹ ＆ ＲＥＰＲＥＳＥＮＴＡ
ＴＩＶＥ ＯＦＦＩＣＥＳ ＩＮ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ　２０１２

ＪＥＴＲＯ　ＪＡＫＡＲＴＡ　ＣＥＮＴＥＲ 2012/11/12

25 ゆにわーるど　Ｖｏｌ．４２　２０１２／Ⅱ
国際連合工業開発機構東京投資・技術移転促進
事務所

2012/11/13

26 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２４１２　２０１２．１１．１５ 株式会社東京商工リサーチ 2012/11/16

27 日経ビジネス　２０１２．１１．１９ 株式会社日経ＢＰ社 2012/11/19

28 米国食品安全強化法の解説
日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産・食品部 農
林水産・食品調査課

2012/11/19

29 ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　Ｎｏ．５９　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２０１２ 香港経済貿易代表部（東京） 2012/11/20

30 ＫＥＲ経済情報　Ｎｏ．２７２　２０１２．１１ 株式会社地域経済研究所 2012/11/20

31
オンリーワン技術を目指して　～鹿児島県工業技術センターの
技術支援とともに～

鹿児島県工業技術センター 2012/11/20

32
海外ビジネス情報　ＯＩＴＡ　Ｔｒａｄｅ　＆　Ｖｉｅｗｓ　No．８５　２０１２
Ｎｏｖｅｍｂｅｒ － Ｄｅｃｅｍｂｅｒ

大分貿易情報センター、（社）大分県貿易協会 2012/11/20

33 財界九州　Ｎｏ．１０５９　２０１２．１２ 株式会社財界九州社 2012/11/20
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－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 12 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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(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

-28-



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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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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