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KAGOSHIMA TRADE ASSOCIATION

公益社団法人 鹿児島県貿易協会

NEWS

～日韓交流おまつり in seoul（日韓の国際交流）～
海 外
レ ポ ー ト

(財)自治体国際化協会ソウル事務所

石塚

大地

みなさんは、
「日韓交流おまつり in seoul」をご存知でしょうか。日韓国交正常化 40 周年を記念し
た 2005 年「日韓友情年」に始まった、今年で８回目を迎えるお祭りです。今年度も 2012 年 10 月 3
日（水）にソウル市内において開催されました。ここ最近の日韓関係については、政治的な関係にお
いては、あまり良いとは言えない状況が続く中での開催でしたが、参加者は約 4 万人で、ボランテ
ィアも昨年の 2 倍の方々が応募するなど、これまでに築かれてきた民間交流の強い絆を感じる結果
となりました。
私の所属する自治体国際化協会ソウル事務所においても、ブースを設けて韓国の方々に、観光パン
フレットの配布等を行い、日本の魅力について紹介する活動を行いました。また、その他にも簡単な
アンケートについても実施しましたので、今回は、アンケートの結果などを含めて、お祭りの様子に
ついてご紹介したいと思います。

１

お祭りの概要について

お祭りの会場においては、舞台における様々な公演が行われると同時に、各ブースにおいては、
様々な PR や催し等が行われました。特に舞台においては、宮古水産高校の太鼓の披露、福島フラ
ガールのダンスショー、韓流ライブ、日本の俳優佐藤健さんのトークショー等が行われました。
そして、舞台以外の会場においては、自治体ブース、イベントブース、食べ物ブース、企業ブー
ス、体験ブースが設けられました。
自治体ブースにおいては、各自治体が、それぞれ趣向を凝らして PR を行い、食べ物ブースに
おいては、日韓の食べ物体験、体験ブースにおいては、日韓衣装体験などが行われました。

【お祭り会場にて】

２

日本で人気の観光地について（アンケート結果より）

私の所属する自治体国際化協会の出展したブースにおいては、大きな日本地図を設けて、韓国
の方々を対象に、日本国内において、
「行ったことのある都道府県」、「これから行ってみたい都道
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府県」についてアンケートを行いました。
その結果については、以下のとおりとなりました。
（＊一部のみ表示しています。）

行ったことのある都道府県ランキング

行きたい都道府県ランキング

1 位 東京

140

1 位 北海道

108

2 位 大阪

77

2 位 沖縄

87

3 位 京都

66

3 位 東京

57

4 位 北海道

53

4 位 札幌市

46

4 位 福岡

53

5 位 京都

34

4 位 京都市

53

6 位 福岡

26

7 位 奈良

50

7 位 青森

25

8 位 横浜市

48

8 位 長崎

22

9 位 神戸市

47

8 位 京都市

22

10 位 長崎

41

10 位 鳥取

21

10 位 名古屋市

41

10 位 名古屋市

21

12 位 千葉

39

12 位 大阪

20

13 位 大阪市

36

13 位 大阪市

18

14 位 神奈川

30

14 位 横浜市

17

14 位 福岡市

30

15 位 千葉市

16

15 位 堺市

26

16 位 鹿児島

15

16 位 千葉市

25

17 位 秋田

14

17 位 長野

23

17 位 広島市

14

17 位 さいたま市

23

19 位 神戸市

13

20 位 静岡

22

20 位 福島

12

20 位 熊本

22

21 位 広島

11

20 位 札幌市

22

21 位 熊本

11

23 位 広島市

21

21 位 仙台市

11

24 位 北九州市

20

24 位 宮崎

10

25 位 青森

19

25 位 奈良

9

25 位 埼玉

19

25 位 静岡市

9

25 位 大分

19

25 位 北九州市

9

26 位 川崎市

17

25 位 福岡市

9

27 位 沖縄

16

29 位 埼玉

8

28 位 兵庫

15

29 位 大分

8

29 位 佐賀

14

31 位 静岡

7

30 位 群馬

13

31 位 岡山

7

30 位 山口

13

33 位 岩手

6

30 位 鹿児島

13

33 位 群馬

6

35 位 茨城

12

33 位 新潟

6

35 位 鳥取

12

33 位 富山

6
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【アンケートの様子】
アンケート結果について少し詳しく見てみると、「行ったことのある都道府県」、「これから行って
みたい都道府県」のいずれにおいても、東京、大阪などに代表される大都市が比較的上位にきていま
す。それ以外で特徴的な傾向としては、沖縄県が、行きたい都道府県ランキングでは 2 位にきてい
ますが、行ったことのあるランキングでは 27 位となっています。この原因は、沖縄の知名度は高く、
やはり南国の観光地として憧れる気持ちはあるものの、シーズン中は、旅行商品などの金額が他地域
と比較し若干割高になることからか、中々行く機会に恵まれないことなどが理由の一つとして考えら
れます。
また、韓国において身近な海外である日本ですが、その中でも一番近く、安く、身近である福岡は、
やはり、九州各県と比較するともちろんですが、全国的に見ても、
「既に行ったことのある都道府県」、
「これから行ってみたい都道府県」ランキングのいずれにおいても、上位にきています。
そして、気になる鹿児島県の順位ですが、
「行ったことのある都道府県」ランキングでは、30 位と
九州各県と比較してもあまり上位にきていませんが、
「これから行ってみたい都道府県」ランキング
については、16 位と比較的上位にきています。
これは、鹿児島県が九州他地域と比較しても若干費用の面や利便性で劣る部分が原因かと思われま
すが、逆に十分に韓国の方々に来ていただく魅力がある地域だという証だと思われます。
今後の可能性に期待が持てます。

３

最後に

日本の内閣府の外交に関する世論調査によると、最近の日本国内において韓国に「親しみを感じ
る」割合は、23.0 ポイント減の 39.2％と急落。島根県の竹島をめぐる対立で、韓国への国民感情
が急激に悪化している実態が浮き彫りになった、との内容が発表されています。
それを裏付けるかのように、韓国へ訪れる日本人観光客も減少してきているようで、ソウルで一
番の繁華街である明洞においても、日本人観光客が昨年と比較し約 30％減少したため、普段は日
本人観光客で賑わっているはずの通りが、現在はさびしい状況で、商店街等が打撃を受けていると
いう報道も韓国内で出ています。
ここソウルでは 12 月上旬に大変冷え込み、１２月上旬の積雪量としては３２年振りの大雪とな
り、積もった雪は７～８センチで、1 週間以上中々解けることのない路面の雪に悩まされました。
しかしながら現在では、相変わらず寒さは厳しいものの、雪はすっかり解け、何事もなかったかの
ような状態となっています。
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このように解けない雪がないのと同じく、冷え切った日韓関係が、相互理解のもとに改善される
日も必ず来ると思います。そのためには、政治と文化は別の次元で考えるという視点は勿論ですが、
日韓交流お祭りのような民間交流の重要性が益々高まるものと思います。
来年度もお祭りが大成功で開催されることを願いつつ、日本と韓国の交流がもっともっと盛んに
なり、鹿児島へもこれまで以上にたくさんの韓国の方に来ていただける日が訪れることを期待した
いと思います。

【（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！！
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Information
知的財産権セミナーのご案内
～第5回「オリジナル商品の輸入販売 権利を侵害しない、されないためにできること」～
海外では問題なく販売されている商品を日本国内で販売する際の知的財産権上留意する点や、
後続する競合社に対し、先行者としての努力とその利益を守るためにできることとはなにか。
「オリジナル商品の輸入販売」を取り上げ、輸入ビジネスを安心して進めるためのノウハウ
についての講演となっています。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：2013年01月22日（火） 14:00～16:00
講師：光和総合法律事務所 弁護士 竹岡 八重子 氏
募集人員：45名（先着順 定員に達し次第締め切ります）
参加費：1,000円
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6階ミプロ内会議室

(財)対日貿易投資交流促進協会(ミプロ) 知財セミナー担当 (棚澤、中村)
TEL：03-3971-6571

お問い合わせ

〒170-8630

FAX：03-3590-7585

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

東南アジア3カ国（マレーシア・インドネシア・ベトナム）視察ミッションのご案内
3か国・5つの有力な工業団地を訪問し、現地の様子や情報を視察・比較する絶好のチャ
ンスとなっています。また、海外での工場設立に必要な「情報収集」に特化したスケ
ジュールとなっています。
【ミッション概要】
日時：2013年3月4日（月）～10日（日）
訪問先（予定）：（マレーシア）クアラルンプール 調整中
（インドネシア）ジャカルタ MM2100、JABABEKA
（ベトナム）ホーチミン ロンハウ工業団地、ニャンチャック工業団地
主催：大阪商工会議所
定員：先着15名定員（最少催行人数：10名）
参加費：23万円程度（渡航費(エコノミークラス)、宿泊費、食費含む）
申込締切：2013年2月1日（金）
詳細URL：http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf13/130304se_asia.pdf

大阪商工会議所

国際部（担当：長尾、丸山）

TEL：06-6944-6400

お問い合わせ

FAX：06-6944-6293

Email：nagao@osaka.cci.or.jp
〒540-0029

大阪市中央区本町橋2-8
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Information
第2回 海外ビジネススタートアップセミナーのご案内
～海外を目指すなら、まずはここから～
新たなビジネスチャンスを求めて、海外企業とのビジネスを始めてみませんか。これから海
外市場を目指す中小企業の皆さまに、マーケティングツールや海外ビジネスの基礎的知識を2
部構成にして、わかりやすく説明するセミナーです。
【開催概要】
日時：2013年1月25日（金） 13：30～17：00（受付 13：10より）
会場：都立産業貿易センター浜松町館 中3階 第3・4会議室
受講料：無料
定員：50名（先着順） 定員になり次第締め切らせていただきます。
対象：海外市場を目指す中小企業
【講義内容】
タイトル 内容・講師
第1部
●海外での販路開拓に役立つマーケティングツールの活用方法
●貿易で最低限必要な基礎知識を国内ビジネスとの違いを踏まえて解説
第2部
●CEマーキングの制度の概要と具体的対応について
●広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）について
（公財）東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター 国際化支援室

お問い合わせ

TEL：03-3438-2026 ／ FAX：03-3433-7164
〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1－9

ジェトロ食品輸出商談会at「FOODEX JAPAN 2013」参加企業募集のご案内
本商談会は、日本食材の輸入に強い関心をもつバイヤーを海外から招き、「FOODEX JAPAN 2013」会場
となる幕張メッセ国際会議場内で、海外販路開拓に意欲のある食品関連の中小企業・団体を対象として
開催します。世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路拡大をお考えの皆様は
是非ご参加下さい。
【開催概要】
日時 ：2013年3月7日（木曜、8日（金曜））10時00分～16時50分
場所 ：幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール（千葉市美浜区中瀬 2-1）
主催 ：ジェトロ
商談先（招へいバイヤー） ：北南米・欧州・アジア・中東の日本食品関連企業（輸入卸売業・小売業等）30
社。
参加費 ：無料
定員 ：100社・団体程度
申込締切：2013年1月18日（金曜）17時00分
※準備等にかかる費用は各自でご負担ください。
●参加条件・応募要領などは下記をご参照ください。
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/20121220767-event

お問い合わせ

ジェトロ東京本部

農林水産・食品部

TEL：03-3582-5546

農林・水産・食品事業課（担当：掛札、小林、篠塚）

FAX：03-3582-7378

E-mail:afb_foodex@jetro.go.jp.
〒107-6006

東京都港区赤坂1丁目12-32
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アーク森ビル（総合案内

6階）

Information
貿易実務講習会「輸出入貿易実務」(実務者向)のご案内
貿易取引に必要な実務上の手続きや法律の規定等について、取引開始から決済、クレームま
で、幅広い知識を学ぶ講座です。
【開催概要】
日時：2013年3月12日(火)～13日(水)
場所： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 中3階会議室

(東京都港区海岸１−７−８)
講義内容：①貿易取引の基礎知識
②取引関係の樹立・貿易取引条件
③売買契約と関連規則・保険等
④通関と船積、決済と金融等
講師：横浜商科大学 商学部 教授 山田 晃久氏
募集人員：50名
受講料：15,000円

（公財）東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター 国際化支援室
TEL：03-3438-2026 ／ FAX：03-3433-7164

お問い合わせ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1－9

ネプコンジャパン2013来場者募集のご案内
エレクトロニクス製造・実技、半導体及び電子部品のパッケージ、などの７つの分野からな
る電子機器製造技術の展示会が開催されます。会期中には、それぞれの分野の専門技術につい
て様々な視点で解説を行うセミナーの開催も予定されています。
アジア最大級のエレクトロニクスセミナーに皆様ぜひご来場ください。
【開催概要】
会期：2013年1月16日（水）～18日（金）
開場時間：10：00～18：00（18日(金)のみ17：00終了）
会場：東京ビックサイト
主催：リードエグジビジョンジャパン(株)
詳細URL：http://www.nepconjapan.jp/

リード エグジビション ジャパン株式会社

お問い合わせ

TEL 03-3349-8501（代）

FAX 03-3349-8599（代）

〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
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Information
香港進出セミナーのご案内
香港の市場としての魅力や日本企業の香港進出動向、香港への輸出戦略のポイントについて幅
広い成功事例を交えながらのセミナーが福岡市で開催されます。香港でのビジネスにご興味のあ
る方や香港を足掛かりにアジア地域への事業拡大をお考えの方はぜひご参加ください。
【開催概要】
日時：2013年1月24日（木）14：00～16：00（受付開始13：30～）
場所：福岡商工会議所 501会議室
（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
講師：(株)みかん箱 取締役 赤松 正道氏
内容：（セミナー）14：00～15：30
（個別相談会）15：30～16:00（希望者のみ）
定員：50名（先着順）
参加費：無料
詳細・お申込はこちら→http://www.fukunet.or.jp/event2/detail.cgi?eid=1123

福岡商工会議所国際グループ（竹村・松元）

お問い合わせ

TEL：092-441-1117

FAX：092-441-1149

〒812-8505 福岡市博多区博多駅前2-9-28

国際物流セミナー「中国貿易と通関」のご案内
「中国からの輸出」と「中国への輸入」とに大きく区分し、中国側に軸足を置いた視点からそ
れぞれの固有の問題を中心に解説する講座が2日間にわたって開催されます。中国の貿易管理、通
関事業を理解するうえでもこの機会にお申込みください。
【開催概要】
日時：（輸出編）2013年2月21日(木)13：00～17：00
（輸入編）2013年2月22日(金)13：00～17：00
会場：日本教育会館
（千代田区一ツ橋2-6-2）
講師：岩見 辰彦氏
定員：60名
受講料：(会員)7,000円
（会員外）10,000円
詳細URL：http://www.kanzei.or.jp/seminar/butsuryu.html

公益財団法人日本関税協会

お問い合わせ

TEL：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
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Information
見本市情報

～国内開催見本市～
開催期間

見本市名

URL

◇第75回東京インターナショナル・ギフト・
http://www.jetro.go.jp/j2月6日（水）～2月
ショー春 2013
8日（金）東京ビッ
messe/tradefair/TIGS_37497
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、家具・イ
グサイト
ンテリア用品】
◇テクニカルショウヨコハマ2013（第34回工
http://www.jetro.go.jp/j2月6日（水）～2月
業技術見本市）
8日（金）パシフィコ
messe/tradefair/TechYokohama_33632
【通信、情報処理、コンピュータ、工作機械・
横浜
金属加工、環境】
2月9日（土）～2月 ◇大阪オートメッセ2013【自動車（部品・製造
http://www.jetro.go.jp/j11日（月）インテッ 関連機器）】
クス大阪
2月9日（土）～2月11日（月）インテックス大阪 messe/tradefair/OSAKAAUTOMESSE_37321
2月12日（火）～2
月14日（木）国立
代々木競技場第
一体育館

◇rooms 26【衣料、履物、アクセサリー、子
供用品、インテリア用品】

2月13日（水）～2
月15日（金）東京
ビッグサイト

◇第47回 スーパーマーケット・トレードショー
http://www.jetro.go.jp/j2013
messe/tradefair/47thSuper_37513
【店舗用設備・機器、ディスプレイ】

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/rooms26_37485

1月30日(水)～2月 ◇InterAqua2013 第4回国際水ソリューショ
http://www.jetro.go.jp/j1日(木)東京ビッグ ン総合展 【水製造装置・浄水処理プラント、
messe/tradefair/InterAqua2013The_36946
サイト
災害対策用ろ過装置】
1月30日(水)～2月 ◇nano tech 2013 (第12回国際ナノテクノロ
http://www.jetro.go.jp/j1日(木)東京ビッグ ジー総合展・技術会議) 【ナノテクノロジー用
messe/tradefair/nanotech_36954
サイ
品・装置】
2月14日(木)～2月 ◇2013 くまもと産業ビジネスフェア【自動車 http://www.jetro.go.jp/j15日(金)グランメッ 関連、半導体関連、ソーラー関連、IT関連、 messe/tradefair/2013KumamotoIndustrial_374
セ熊本
バイオ関連、環境関連】
83
2月27日(水)～3月
◇WIND EXPO 2013 ～第1回 [国際] 風力発
1日(金)東京ビッグ
http://www.jetro.go.jp/j電展～ 【風車・風力発電システム、装置 、
サイト
messe/tradefair/WINDEXPO_36870
サービス、製造技術等】
3月5日(火)～3月8 ◇FOODEX JAPAN 2013 (第38回 国際食
日(金)幕張メッセ 品・飲料展) 【食品・飲料、その他（交通機
(ホール1-8）
関、出版物）】
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http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/FOODEXJAPAN_37211

見本市情報

～海外開催見本市～
開催期間

見本市名

URL

◇The 16th China International Expo for
3月1日（金）～3月
Auto Electronics, Accessories,
4日（月）中国 / 北
Tuning & Car Care Products【自動車（部
京
品・製造関連機器）】

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/CIAACE2013_36856

3月5日（火）～3月 ◇CeBIT 2013 (国際情報通信技術見本市)
9日（土）ドイツ / 【通信、情報処理、コンピュータ】
ハノーバー

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/CeBIT2013_32151

3月6日（水）～3月
◇ITB Berlin【観光・旅行】
10日（日）ドイツ /
ベルリン

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/ITBBerlin_36269

3月7日（木）～3月 ◇COSMO PACK 2013 (a part of
10日（日）イタリア COSMOPROF)
/ ボローニア
【包装、化粧品、美容関連用品、香水】

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/COSMOPACK_37130

◇Manila FAME 2013 - デザインとライフスタ
http://www.jetro.go.jp/j3月14日（木）～3
イルのイベント
月17日（日）フィリ
messe/tradefair/ManilaFAME_37768
【衣料、インテリア用品、家庭用品、ギフト用
ピン / マニラ
品】
◇The Indonesia International Auto Parts,
3月26日(火)～3月
Accessories and Equip Exhibition &
29日(金)
Conference 2013 【自動車部品、アクセサ
ジャカルタ / イン
リー、技術、設備その他の関連製品および
ドネシア / アジア
サービス】

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/INAPA2013_35698

4月18日～4月21
◇The 11th Indonesia International Creative
日ジャカルタ / イ
http://www.jetro.go.jp/jTextile Apparel Accessories Exhibition【衣
ンドネシア / アジ
messe/tradefair/INAPA2013_35698
料・繊維機械、付属品、補修部品関連】
ア
◇ProPak Vietnam 2013 - The 8th
3月20日(水)～3月
International Processing, Filling and
22日(金)ホーチミ
Packaging Exhibition and Conference for
ン / ベトナム / ア
Vietnam【加工機械、包装機械・用品、印刷
ジア
／ラベリング、添加物、原料、冷凍、他】

http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/PropakVietnam_36971

◇SIAL Canada 2013 - The International
4月30日(火)～5月
Food & Beverage Tradeshow in North
http://www.jetro.go.jp/j2日(木）トロント /
America【食料・飲料品、食物成分/添加物、 messe/tradefair/SIALCanada_37209
カナダ / 北米
有機製品】
3月5日(火)～3月9
◇Malaysian International Furniture Fair
日（土)クアラルン
2013【家具、家具アクセサリー、付属品、
プール / マレーシ
ハードウェア】
ア / アジア
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http://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/MIFF2013_32608

－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

タイ国からの輸出希望企業リスト（2012.12月分)
No.

会社名

WebPage

商材

Fabric products;Cotton,Satin,

1

HAND&HEART ORDINARY http://www.facebook.com/han
Silk,Canvas,Velvet,Handmade Fabric
PARTNERSHIP
dandheart.YL

Bags,Giftware,Cosmetic Bags

2

GRESTIO GROUP., LTD

http://www.grestiogroup.com

Instant Coffee,
Alcoholic Beverage
(Cocktail)

3

YOO LIM CO.,LTD.

http://www.yoolimsilver.com

Silver Jewelry, Imitation Jewelry

4

PROFESSIONAL
SOURCING SUPPLY
CO.,LTD.

http://www.prosourcingsupply.
Canned Fruits and Vegetable
com

5

PIONEER INDUSTRIAL
CORPORATION LTD.

http://www.pioneerfurniture.com

6

JINDA COCKLE EXPORT
http://www.jindacockle.com/
LTD.,PART.

7

Q Plus Foods Co.,Ltd.

http://www.qplusfood.com

Spice(Pepper, Chili Powder etc.,)
,Dehydrated Vegetables

8

FINIXX GLOBAL
INDUSTRY CO.,LTD.

http://www.finixx.com

Tires(Car,Truck,OTR)
Safety Products

9

SUN SWEET CO., LTD.

www.sunsweetthai.com

Canned/
Frozen Sweet Corn,
Fruit,Vegetable

Plastic and Fiberglass Furniture

Agarwood Powder

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
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★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(H24.11.21～H24.12.20)
番号

資料名

発行者名

受入年月日

1

日本貿易会月報 Ｎｏ．７０８ ２０１２．１１

一般社団法人日本貿易会

2012/11/22

2

ＴＳＲ情報 南九州版 Ｎｏ．２４１３ ２０１２．１１．２２

株式会社東京商工リサーチ

2012/11/26

3

Ｔａｉｗａｎ Ｐａｎｏｒａｍａ 第３７巻 第１１号 ２０１２．１１

光華畫報雑誌社

2012/11/27

4

鹿児島税関支署管内貿易概況（速報値） 平成２４年１０月分

鹿児島税関支署

2012/11/28

5

ＴＳＲ情報 南九州版 Ｎｏ．２４１４ ２０１２．１１．２９

株式会社東京商工リサーチ

2012/11/30

6

アジ研 ワールド・トレンド Ｎｏ．２０６ ２１０１２．１１

日本貿易振興機構アジア経済研究所

2012/11/30

7

ジェトロ アグロトレードハンドブック ２０１２／ＡＧＲＯＴＲＡＤＥ
ＨＡＮＤＢＯＯＫ／日本の農林水産物・食品貿易の現状

日本貿易振興機構（ジェトロ）

2012/12/03

8

アジア経済研究所年報 ２０１１－２０１２

独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究
2012/12/03
所

9

はじめてのベトナム進出 ２０１２

日本貿易振興機構（ジェトロ）進出企業支援・知的
2012/12/03
財産部

10

台湾情報誌 交流 Ｖｏｌ．２６０ ２０１２年１１月

公益財団法人交流協会

2012/12/03

11

日経ビジネス ２０１２．１２．３

株式会社日経ＢＰ社

2012/12/03

12

ＴＳＲ情報 南九州版 Ｎｏ．２４１５ ２０１２．１２．６

株式会社東京商工リサーチ

2012/12/07

13

月間 グローバル経営 ２０１２．１２

一般社団法人日本在外企業協会

2012/12/10

14

商工金融 第６２巻第１１号 ２０１２年１１月号

一般財団法人商工総合研究所

2012/12/10

15

日経ビジネス ２０１２．１２．１０

株式会社日経ＢＰ社

2012/12/10
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ライブラリー近着図書(H24.11.21～H24.12.20)
番号

資料名

発行者名

受入年月日

16

貿易と関税 ２０１２．１２

公益財団法人日本関税協会

2012/12/10

17

貿易実務ダイジェスト ２０１２．１２

公益財団法人日本関税協会

2012/12/10

18

ジェトロセンサー ２０１３．１

日本貿易振興機構

2012/12/12

19

中華民国 台湾投資通信 Ｖｏｌ．２０７ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ２０１２

中華民国経済部投資業務処

2012/12/13

20

ＴＳＲ情報 南九州版 Ｎｏ．２４１６ ２０１２．１２．１３

株式会社東京商工リサーチ

2012/12/14

21
22

（一財）山口県国際総合センター、山口県日中経
メッセ海外通信 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＮＥＷＳ ＫＡＩＫＹＯ ＭＥ
済交流促進協会、日本貿易振興機構（ジェトロ）山 2012/12/17
ＳＳＥ ＳＨＩＭＯＮＯＳＥＫＩ ＶＯＬ．２３ ２０１２．１０－１２
口貿易情報センター
徳島県貿易協会、徳島県商工労働部観光国際局
徳島貿易ニュース Ｎｏ．６０ ２０１２年度 第２号
国際戦略課グローバル戦略室、ジェトロ徳島貿易 2012/12/17
情報センター

23

日経ビジネス ２０１２．１２．１７

株式会社日経ＢＰ社

2012/12/17

24

ＪＥＴＲＯ 日本の専門見本市 ２０１３－２０１４

日本貿易振興機構（ジェトロ）

2012/12/17

25

ＪＥＴＲＯ ＴＲＡＤＥ ＦＡＩＲＳ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ２０１３－２０１４

Ｊａｐａｎ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ

2012/12/17

26

財界九州 Ｎｏ．１０６０ ２０１３．１

株式会社財界九州社

2012/12/19
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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

【コンテナ船と移動式ハーバークレーン】

【コンテナヤード】

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 25 年 1 月現在＞
航路名

船舶名
積み個数
(20F 換算）

ＮＯＶＡ

船社・日本総代理店

船舶代理店・代理店協力会社

■船社
興亜海運株式会社（韓国）
HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD

（船舶代理店）
日本通運株式会社川内支店
0996‐22‐4171

■日本総代理店
三栄海運株式会社
SAN EI SHIPPING CO.,LTD

（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

韓国航路
２０４ＴＥＵ

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)
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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
■コンテナ貨物 （１個当たり） ２万５千円
新規利用事業者
■バラ貨物
（１Ｋｇ当たり） １円
■１年度当たりの上限額
５０万円
■コンテナ貨物 （１個当たり） ２万円
継続利用事業者
■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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■■

国際物流拠点を目指す「志布志港」

■■

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。
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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。

○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

※ 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。
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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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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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