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TEL03-3214-6926(直),  FAX03-3214-6950 

Email：romijk@kotra.or.jp
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TEL 052-561-3957, FAX 052-561-3945

KOTRA名古屋  担当　課長　朴倫奭(パク・ユンソク)

Information

KOTRA 東京　担当：金智淑(キム・ジスク)　

『2012国際輸送機械部品産業展 購買商談会』のご案内

同商談会は展示会「国際輸送機械部品産業展（Global TransporTech 2012）」と連携して行われる商談会であ
り、ビジネス拡大及び情報収集にも絶好の機会ですので，この機会ひぜひご参加ください！

【開催概要】

開催日時：2012年6月13日（水）～15日（金）10:00－17:00（15日16時まで）
場 所：KINTEX 第2展示場（京畿道高陽市）

商談方法：商談ブース及び出展企業ブース訪問
規 模：300ブース程

商談分野：自動車部品、産業車部品、航空機部品、船舶部品、鉄道車両部品、

建設機械重/農業機械の部品等（OEM及びAftermarket陽部品）
支援内容：1）商談アレンジ

2）現地宿泊支援（1社1室、指定ホテル）、お問合せ必要
3）航空運賃（事後精算）、お問合せ必要
4）通訳支援・シャトルバス運行（ホテル⇔展示会場）※予定
5）展示期間中の滞在支援（現地案内・資料提供等）

締め切り：4月27日（金）

お問い合わせ

『2012国際輸送機器産業展 購買商談会』のご案内

お問い合わせ

来る6月13日（水）～6月14日（木）に京畿道(KINTEX 第2展示場)にて「Global TransporTech 
2012(2012 国際輸送機器部品産業展 購買商談会)」が開催されます。同商談会では韓国企業

200社を含め、世界各国から総勢500社の企業が出展及び参加が予定されておりますので，奮っ
てご参加ください。

1. 購買商談会

開催日時：2012年6月13日(水) – 6月14日(木) 10:00～17:00
会 場：京畿道 KINTEX 第2展示場

主 催：KOTRA
商談品目：自動車、船舶、航空、重機、農機用 OEM部品 / AS部品

商談形式：商談テーブルを各社用意しての1：1商談（300ブース）

2. 展示会

開催日時：2012年6月13日(水) – 6月15日(金) 10:00～17:00（15日のみ16:00まで）
会 場：京畿道 KINTEX 第2展示場

主 催：KOTRA
商談品目：自動車、船舶、航空、重機、農機用 OEM部品 / AS部品
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TEL：092-472-7461　　FAX：092-472-7463　　

台湾貿易センター　福岡事務所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-9-28

E-Mail:fukuoka@taitra.org.tw

電話: (81)-6-47057030  ファックス: (81)-6-47057015　 

Information

Email: thinkglobalthinkhk@hktdc.org 

〒541-0052 大阪府 大阪市中央区 安土町2丁目3-13　

香港貿易発展局　大阪事務所

日本企業向け台湾企業マッチング商談会のご案内

台湾企業から調達又は台湾企業に生産委託をご希望の日本企業のための大型商談会。
～競争力を高める最高のチャンス～

【開催概要】
開催日時：2012年5月15日（火）

場 所：台北国際会議センター（TICC）101,102会議室
（台北市信義区信義路五段）

主 催：経済部（台湾経済産業省）
共 催：中華民国対外貿易発展協会TAITRA（台湾貿易センター台北本部）

【イベント内容】
5月15日 9:00-9:30 受付

9:30-9:40 貴賓挨拶
9:40-10:40 説明会（台日ビジネスアライアンスについて）

11:40-11:00 自由交流、名刺交換
11:00-12:00 One to One調達商談会
12:00-1:00 休憩
1:00-5:00 One to One調達商談会

※2010年又は2011年の年商30億円以上、台湾企業から調達または台湾企業に生産委託する予定のあ
る日本企業（売込及びコンサルティングなどの営業行為をお断りします。 ）
※5月15日の調達商談会に終日参加すること。

お問い合わせ

お問い合わせ

香港貿易発展局大型シンポジウム～国際化へのパートナー～

香港特別行政区政府の首長である行政長官曾蔭権（ドナルド・ツァン）の来日に伴い、大型シンポジウム
“think GLOBAL think HONG KONG” (国際化へのパートナー：香港)が開催されます。日本と香港のビジネス

パーソンが一堂に会し、日本と香港の経済産業協力関係をアジア経済推進の重要な動力にすべく、様々な
セッションを通して世界市場の動向や課題について討議します。

【開催概要：東京会場 】

開催日時：2012年5月15日(火)  
場 所：ホテルニューオータニ東京

9:15-12:20 メインシンポジウム 通訳付
12:20-14:00 昼食懇親会
14:00-17:00 分科会 通訳付 （①～⑥よりいずれか１つ参加できます。）
① クリエイティブ産業② 科学技術産業③ 日本ブランド対中/アジア輸出④ 金融産業 (人民元の国際化
⑤ 制度インフラ（国際税務・法務）⑥ 香港・広東省経済連携
9:15-17:00 対中ビジネス個別相談会 (法務、会計、コンサルティング、物流等) 通訳付
【開催概要：大阪会場】

開催日時：2012年5月17日(木)
場 所：帝国ホテル大阪
9:15-12:15 メインシンポジウム 通訳付

12:15-14:00 昼食懇親会
14:00-17:00 分科会 通訳付 （①～③よりいずれか１つ参加できます。）
① 制度インフラ（国際税務・法務）② 日本ブランド対中/アジア輸出③ 科学技術産業
9:15-17:00 対中ビジネス個別相談会 (法務、会計、コンサルティング、物流等) 通訳付

*各プログラムは変更の可能性があります。参加は全て無料・同時通訳付きです。

参加費無料！！
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Information

電話03-5470-1529   FAX03-5470-1527

Email：kei-kokusai@smrj.go.jp

公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) 普及開発部

TEL:03-3434-0587 FAX:03-3434-3593

〒105-0014　東京都港区芝2-28-8 芝2丁目ビル3階

〒105-8453　東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル5階

国際化支援センター　海外販路開拓支援課　　藤巻、山崎、畠山

お問い合わせ

お問い合わせ

国際物流総合展2012出展のご案内

～アジア最大規模のスケールで最大の効果をあげるための商談の場～
【開催概要】

開催日時：2012年 9月11日（火）〜14日（金）10：00〜17：00  
場 所：東京ビッグサイト（東京国際展示場）

主 催：社団法人 日本産業機械工業会他
出展対象 ● 保管機器システム ● パレット・コンテナ ● 物流関連環境システム
展示予定規模:450社／1,500小間
入場予定者数: 130,000人
※出展申込期限：2012年4月27日（金）

展示会の準備段階から海外現地の出展、さらには出展後の国内でのフォローまでを一貫した総合
的な支援を行う「海外展示会出展サポート」についてご案内いたします。

募集要項をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。

【概要】
募集期間：平成24年4月6日（金曜）～平成24年4月27日（金曜）

注）定員になり次第、応募を締め切る場合があります。

応募要領：「第5回募集要項」をご確認・ご了承していただき、「応募申込書」ならびに「企業パ
ンフレット」、「製品カタログ」等を下記の応募先にお送りください。

※詳細はこちら→http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/news/065251.html

第5回海外展示会出展サポート支援企業の募集について(ご案内）
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〒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

公益財団法人 日本関税協会　教育・セミナーG

公益財団法人 日本関税協会　教育・セミナーG

電話：03-5614-8875    FAX：03-5614-8876

Information

電話：03-5614-8875    FAX：03-5614-8876

〒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

お問い合わせ

お問い合わせ

貿易実務セミナー（基礎編）のご案内

「国際物流教育セミナー『中国の通関と貿易 ― その現状と問題点』」

～インコタームズ2010の概要と実務のポイント～
インコタームズとは、国際商業会議所（ICC）が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規

則の略称で，今回、改訂2000年版から10年振りに改訂が行われ、2011年１月１日より施行されま
した。日本も加盟している「ウィーン売買条約」統一法と「インコタームズ2010」との関係や実

務における注意点など、実務に携わる皆様の間では大変関心が高まっているところです。

【開催概要】
開催日時：2012年5月10日（木）9:30～17:00

会 場：日本教育会館
(千代田区一ツ橋2－6－2)

募集人員：60名
受 講 料：19,000円
申込締切：2012年4月27日（金）
【講師】新堀 聡氏
【講義内容】
１ 貿易取引のサイクル
２ 取引先選択の重要性
３ 契約の成立 ― 申込みと承諾
４ 契約に関する規則と条約（インコタームズ2010とウィーン売買条約）
５ 船積と運送書類

～中国なくして我が国の輸出入産業は成立するのか？
その特殊通関事情に切り込みます～

日本を抜いてGDPで世界第２位の経済大国となった中国。国民生活が豊かになるにつれて生産から消費
へとシフトし、その流れは内陸部に波及し、まだまだ成長が見込まれるマーケットであることは疑い

の余地もありません。国際物流 ― 特に中国、東アジアに的を絞った講座を設け、中国独特の輸出入
制度について解説すると共に、次の市場を伺う チャイナプラス１はどの国なのか？を紐解く講座を展

開。

【開催概要】
開催日時：2012年5月24日（木）9:30～16:30

会 場：日本教育会館
(千代田区一ツ橋2-6-2)

受 講 料：12,000円
【講師】岩見 辰彦 氏
【講義内容】
１ 実務から見た中国貿易事情への金融危機の影響
２ 加工貿易はどこへ行く？
３ 中国の輸出入手続
４ AEO制度
５ 物流から見た中国の保税制度

4



5月14日（月）～5
月16日（水）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/DESIGNFESTA_34146

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BeautyworldJapan_34501

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/36th2012_33532

4月25日（水）～4
月27日（金）パシ
フィコ横浜

◇レーザーEXPO 2012
【光学、光工学、レーザー技術・機器、精密・測
定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LaserExpo_32528

4月26日（木）～4
月28日（土）東京
ビッグサイト

◇第36回 2012日本ホビーショー
【趣味、手工芸品】

◇ビューティーワールド ジャパン
【化粧品、美容関連用品】

◇西日本インポートフェア 2012 (West Japan
Import Fair 2012)
【食・飲料、家具・インテリア用品、宝石、玩具、手
工芸品】

5月12日（土）～5
月13日（日）東京
ビッグサイト

◇デザイン・フェスタ Vol.35【デザイン】

◇BIOtech2012 - 第11回 国際バイオテクノロ
ジー展／技術会議
【先端技術、新素材】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SODEC_33680

5月2日（水）～5
月6日（日）西日
本総合展示場
新館

◇住宅リフォームフェア2012 in 名古屋
【建築・建設、衛生設備、空調、給排水、照明】

5月12日（土）～5
月13日（日）名古
屋市中小企業振
興会館

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WestJapan_33515

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SEAJAPAN_33472

◇SEA JAPAN 2012
【海運、造船、港湾関連機器】

4月17日（火）～4
月19日（木）マイ
ドームおおさか

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HousingReform_33980

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BIOtech2012_33683

4月25日（水）～4
月27日（金）東京
ビッグサイト

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CFF_34155

5月9日（水）～5
月11日（金）東京
ビッグサイト

◇第21回 ソフトウエア開発環境展
【情報処理、コンピュータ】

Information

開催期間 見本市名 URL

4月18日（水）～4
月20日（金）東京
ビッグサイト

◇第17回チャイナファッションフェア
【繊維・衣料】

見本市情報

～国内開催見本市～
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◇13th International Show of Construction
Equipment and Technologies
【建築・建設、産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CTTMoscow_34499

5月29日（火）～6
月2日（土）ロシア
/ モスクワ

◇THAIFEX - World of Food Asia 2012
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/THAIFEX_34443

◇Interzoo 2012(国際ペットショップ用品専門見本
市)【ペット】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Interzoo_28236

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AMME2012_32559

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IMEX_27209

URL

5月22日（火）～5
月24日（木）ドイツ
/ フランクフルト

◇IMEX - The Worldwide Exhibition for incentive
travel, meetings
　and events 2012【観光・旅行、広告、マーケティ
ング】

開催期間 見本市名

5月17日（木）～5
月20日（日）ドイツ
/ ニュルンベルク

5月23日（水）～5
月27日（日）タイ /
バンコク

5月22日（火）～5
月24日（木）アラブ
首長国連邦 / ド
バイ

◇Automechanika Middle East 2012
【自動車補修・サービス用品】

6月4日（月）～6月
7日（木）中国 / 北
京

◇2012 第17回北京－エッセン溶接・切割展覧会
【金属加工、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The17th_34392

6月5日（火）～6月
8日（金）ロシア /
モスクワ

◇The 4th International Trade Fair "Water
Bottling and Bottled Water"
　【製造・生産技術、品質管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BWShow_28988

6月13日（水）～6
月16日（土）ニュー
ジーランド / ハミ
ルトン

◇New Zealand National Agricultural Fieldays
【農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/NZNational_33118

6月7日（木）～6月
10日（日）韓国 /
ソウル

◇The 25th Korea World Travel Fair【観光・旅行】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KOTFA2012_34459

6月11日（月）～6
月15日（金）フラン
ス / パリ

◇INTERNATIONAL EXHIBITION LAND
SECURITY AND DEFENCE【防衛、航空、設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/EUROSATORY2012_29289

～海外開催見本市～

見本市情報
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No. 会社名 WebPage 商材

1
C.S.G. COMPANY
LIMITED

Dried Pet Food

2
Giffarine Skyline Unity
Co.,Ltd.

http://www.giffarinethailand.com/en/Cosmetic

3
REANGWA STANDARD
INDUSTRY CO.,LTD.

http://www.reangwa.co.th Plastic Food Packaging,Plastic Houseware

4 ROI-IN CO., LTD. http://www.roi-in.co.th Teak,Steel,Granite Furniture

5 ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com
Jewelry(Gold,Silver,Crystal,Fashion,Body
etc.,)

6 S.S. FURNITECH CO.,LTD.
Office Furniture,Bedroom Suites,Door,Door
Frames

7
SIRIRATCH GOODS
IMPRESSION CO.,LTD.

http://www.amvasana.com
Bottled Beverage,Soft Drink,Juice, Water,
Tea

8
UNION BELT INDUSTRIES
CO.,LTD.

Rubber Conveyor Belts

9
V64 INTER-TRADING
CO.,LTD.

Freight Service,Shipping,Cargo,Air
Freight,Sea Freight,Trucking, Personal Agent

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
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ Ｎｏ.．２８７６　２０１２年２月２
０日

日本貿易振興機構 2012/02/21

2 ＴＳＲ情報　南九州版　２０１２．２．２３　Ｎｏ．２３７４ 東京商工リサーチ 2012/02/24

3 財界九州　３月号　Ｎｏ．１０５０　２０１２.ＭＡＲ 財界九州社 2012/02/27

4 日経ビジネス　２０１２．２．２７ 日経ＢＰ社 2012/02/27

5
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ　＆　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８７７　２０１２年２月２
７日

日本貿易振興機構 2012/02/29

6 商工金融　第６２巻第２号　２０１２年２月号 財団法人商工総合研究所 2012/03/01

7 ＴＳＲ情報　南九州版　２０１２．３．１　Ｎｏ．２３７５ 東京商工リサーチ 2012/03/02

8 日経ビジネス　２０１２．３．５ 日経ＢＰ社 2012/03/05

9 ＩＳＨＩＫＡＷＡ　ＴＲＡＤＥ　ＤＩＲＥＣＴＯＲＹ　２０１１ ＪＥＴＲＯ　Ｋａｎａｚａｗａ 2012/03/06

10 グリーン購入の調達者の手引き 環境省総合環境政策局環境経済課 2012/03/09

11
海外ビジネスの実践経験から学んだ　アメリカ市場開拓ガイド
進出準備から代金回収までビジネス体制の造り方　中小企業に
有望な約50品目の実例

財団法人中小企業総合研究機構 2012/03/09

12 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 環境省総合環境政策局環境経済課 2012/03/09

13 貿易と関税　２０１２．３　 公益財団法人日本関税協会 2012/03/10

14 ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ ＆ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８７９　２０１２年３月１２日日本貿易振興機構 2012/03/13

15
特許庁委託事業　中国の知的財産権侵害判例・事例集
２０１２年３月

日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

16
特許庁委託事業　韓国進出のための知的財産経営マニュアル
２０１２年３月

日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

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(H24.2.21～H24.3.20)
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17
特許庁委託事業　模倣対策マニュアル　ベトナム編　２０１２年３
月

日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産

2012/03/16

18 ＴＳＲ情報　南九州版　Ｎｏ．２３７７　２０１２．３．１５ 東京商工リサーチ 2012/03/16

19
海外ビジネス情報　ＯＩＴＡ　Ｔｒａｄｅ　＆　Ｖｉｅｗｓ　Ｖｏｌ．８１　Ｍａｒｃ
ｈ－Ａｐｒｉｌ

ジェトロ大分貿情報センター 2012/03/16

20 特許庁委託事業　模倣対策マニュアル　中国編　２０１２年３月
日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

21
特許庁委託事業　韓国の知的財産権侵害判例・事例集　２０１２
年３月

日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

22 特許庁委託事業　模倣対策マニュアル　韓国編　２０１２年３月
日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

23 在欧州・トルコ日系製造業の経営実態　－２０１１年度調査－
日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査
部

2012/03/16

24 特許庁委託事業　模倣対策マニュアル　ロシア編　２０１２年３月
日本貿易振興機構　進出企業支援・知
的財産部知的財産課

2012/03/16

25 日経ビジネス　２０１２．３．１９ 日経ＢＰ社 2012/03/19

26
ＪＥＴＲＯ　Ｆｏｏｄ ＆ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｏ．２８８０　２０１２年３月１９
日

日本貿易振興機構 2012/03/20
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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 4 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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(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 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

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 ㈱鹿児島銀行 国際ビジネス推進室室長

※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】：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】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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