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海 外

レポート

シンガポール

ミャンマー現地事情

財団法人自治体国際化協会 所長補佐 吉本 けい

2011 年に民政移管後、順調な政治経済改革の進展により世界中から熱い視線を集めるミ

ャンマー。現地訪問から得たミャンマーの現状をお伝えします。

１．ミャンマーの姿

ミャンマーは、国土面積約 677 千㎢（日本の約 1.8 倍）、バングラディシュ、インド、中

国、ラオス、タイと国境を接しています。人口約 6,000 万人、国民の多くが仏教を信仰す

る仏教国です。2011 年に 30 年以上にわたった軍事政権から民政に移管され、現在、テイ

ン・セイン大統領のリーダーシップのもとで新しい国づくりが行われています。

２．経済状況

  軍政下における経済活動の停滞、欧米諸国の経済制裁等から、ミャンマーの一人当たり

GDP は 835US ドルで、ASEAN 諸国の中で最も低い状況にあります。近年は欧米の経済制

裁の解除、外国投資法の制定など明るい話題が相次ぎ、豊富で若い人口を背景に今後も経

済発展が期待されています。現在、ミャンマーの貿易相手国は、タイが第一位でおよそ半

分を占め、次いで中国、インドといずれも近隣国が大きな割合を占めています。なお、輸

出品目のうち天然ガスが約４割を占め、多くを資源に依存している状況にあります。

日本とミャンマーの間で大きな案件の一つが、日

本・ミャンマー両国政府が共同開発を行っているテ

ィラワの経済特区開発です。ヤンゴン市中心部から

車で約１時間の場所に位置するティラワには、

2400ha（ヘクタール）に及ぶ経済特区の開発が進め

られています。現在は 2015 年に予定されている先

行開発地域 420ha（ヘクタール）の土地整備が行わ
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整備が始まったティラワ先行開発地域
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れているところで、今後、ティラワ港の拡張や道路など周辺インフラの整備も日本政府の

援助により進められる予定です。

一方、タイ・ミャンマー政府の間ではダウェイ港とその周辺のダウェイ経済特区の開発

が進められています。ダウェイはタイ・バンコクの西 350km に位置しており、バンコク－

ダウェイ間が陸路でつながることで、メコン地域の物流に大きな変化が期待されています。

３．ヤンゴンの様子

ミャンマーの経済の中心地であるヤンゴン。ミャンマーでは 2012 年４月から中古車の輸

入規制が緩和され、輸入車両が急速な勢いで増加しています。２年ほど前まではヤンゴン

市内でも渋滞が全くなかったようですが、今では朝や夕方の通勤時間に町のあちこちで渋

滞が発生しています。

長く続いた軍事政権下で停滞した経済のためインフラ整備が遅れており、急激に需要が

増加したオフィスビルやコンドミニアム、ホテルが不足し、価格が高騰しています。既に

あちこちで大型商業施設やホテルの建設が始まっており、今後数年間で町の様子が様変わ

りすることが予測されます。

現在は街行く人の多くは伝統的な巻きスカートであるロンジーを身に着け、女性や子供

はタナカという樹木から作った日焼け止めを顔に塗っているなど、まだまだ昔からの生活

様式が残っています。またマーケットや露天商も多く残っている一方、東南アジア地域の

他都市と同じようにショッピングセンターが人気を集めており、変化しつつある状況が窺

えます。

駅構内で食べ物を売る女性。顔には日焼け止め

のタナカが塗られています。

環状線の駅周辺。ヤンゴン市内でものんびりし

ています。

新しいショッピングセンター。電気店や洋服店、

店、飲食店などが入居しています。

たくさんのグッズが販売される NLD本部。かつ

ては出入するにも逮捕のリスクがあったそうで

すが今は自由に出入りできます。
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４．首都ネーピードー

ミャンマーの首都は国のほぼ中央に位置するネーピードー。2006 年に遷都された新しい

街ですが、官庁の建物やホテル以外に目立った建物はなく、典型的な政治都市です。ネー

ピードーの国会議事堂は東京ドーム約 70 個分と言われる広大な敷地に建っており、その前

には片側５車線以上の道路が走っています。この道路は非常時にジェット機の滑走路とし

て使うために作られたとも言われています。

2013年 12月にはASEAN10か国と東ティモールが参加してネーピードーでSEA Games
（東南アジアゲーム）が開催され、同大会に合せて、大規模スタジアムや新たなホテルが

数多く建設されました。2014 年ミャンマーは、ASEAN 議長国となっているため、これら

の建物も活用していく予定とのことです。

５．日系企業の進出続く

外資開放路線への期待が集まり、2011 年度に 53 社であったヤンゴン日本人商工会議所

の会員数は 2013 年 11 月末現在で 131 社にまで大幅に増加しています。日本からの出張者

も大きく増加している様子で、昨年度訪問時に比べて、日本食の飲食店の増加、日本語の

フリーペーパーの増加に驚きました。

脆弱な電力インフラなど解決すべき課題は多いものの、安価で豊富な労働力を主な魅力

にタイや中国からの生産拠点の移管先として注目が集まり、今後も日系企業進出の流れは

継続することが予想されます。

2015 年の総選挙と ASEAN 経済統合に向けて、今後も政治経済改革が続き、経済も順調

に発展していくと考えられますので、その動きに注目していきたいと思います。

【参考】

・日本貿易振興機構 アジア経済研究所（IDE-JETRO）http://www.ide.go.jp/Japanese/
・外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/
・ミャンマー外務省 http://www.mofa.gov.mm/

敷地外から見る国会議事堂。 広い道路にはほとんど車はいません。
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・Dawei Development Company Limited
http://www.daweidevelopment.com/index.php/en/dawei-project/project-layout-a-conce
ptual-plan

このコーナーでは，海外派遣職員の方々のレポートを掲載しています。

レポートに関する皆様からのご意見・ご質問・ご要望等をおまちしております。

【（財）自治体国際化協会シンガポール事務所のご案内】

       住所：CLAIR SINGAPORE，6 BATTERY ROAD, # 31-02, Singapore 049909

     電話：(65)6224-7927      FAX : (65)6224-8376
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E-mail:international@smrj.go.jp

Information

一般社団法人日中経済貿易センター（担当：曲）

Tel： 06-4704-2511　Fax： 06-4704-2512

TEL：03-5470-2375 / FAX：03-5470-2376

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課 打田／松山／松浦

日・ASEAN商談会＆交流会のご案内

お問い合わせ

第１６回中国山東省輸出商品展示商談会来場のご案内

お問い合わせ

第16回中国山東省輸出商品展示商談会は、繊維アパレル、日用雑貨及び文化製品を中心に、約
1,500種類の商品を揃えて開催致します。今回の大部分の出展企業は日本企業との取引歴が長く、
日本の商慣習、市場ニーズなどを理解し、把握しております。また、一部の出展企業は日本企業
の設備、技術及びブランドを導入する意欲があり、日本企業の中国市場開拓にチャンスを提供可
能です。是非この機会にご来場下さい。

【開催概要】
開催日時：3月25日（火）～ 3月27日（木） 10:00～18:00（最終日のみ10:00～16:00）
場所：マイドームおおさか
対象：全対象向け
主催：一般社団法人日中経済貿易センター
共催：大阪商工会議所
参加費：無料
展示商品：1. ホームファブリック2. アパレル3.日用品4.文化製品
(お申込み方法)
下記サイトをご確認し、ご参加される場合は、インビテーション欄をクリックし、添付参加申

込書に必要事項をご記入のうえ、当日会場の受付にてご提出下さい。
http://www.shandongfair.cn/index0.html

今回のプログラムでは、日本企業との連携を目指すASEAN企業約50社の経営者等が来日します。

日本にいながら多くのASEAN地域の企業経営者と会うことができるチャンスです。海外でビジネス

チャンスを求める中小企業の皆様のご参加をお待ちしております。

.   

【開催概要】

♦東京会場

日時：3月10日（月）9:45～20:00（9:20開場）【事前予約制】

場所：東京国際フォーラム

♦大阪会場

日時：3月12日（水)9:45～20:00（9:20開場）【事前予約制】

場所：グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル

(内容・スケジュール)

第１部 ビジネスセミナー 9:45～12：00（9：20受付開始）

第２部 商談会 13：00～18：15（12：30受付開始）

第３部 交流会 18：30～20：00 ※立食形式（参加費：おひとり様2,000円）

詳細URL：http://www.smrj.go.jp/ceo/asean/085971.html
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在日アメリカ大使館　商務部

 Tel：03-3664-8739

一般財団法人　日本花普及センター　企画調査部（担当：本田）

Information

TEL：(03) 3224-5060  FAX： (03) 3224-5064

米国輸出∙再輸出管理セミナー・個別相談会のご案内

4月23・24日BISのケビン・ウルフ商務次官補と担当ディレクターらが来日し、輸出管理規制改革
を主題に米国輸出管理規則（EAR）の概要から最新アップデート情報について同時通訳付で詳しく解
説します。

本セミナーでは、2013年10月に制度改革により施行された新ルールをはじめ、EAR概要、デミニミ
ス・ルール、国別政策、みなし輸出・再輸出、執行など、EARの基本から実践に役立つ内容まで詳し
く説明いたします。希望者にはBIS担当官による4月24日（木）個別相談の機会を設けさせていただ
きます。

【開催概要】
日時：《セミナー》4月23日（水）9:30～17:40 (受付開始：9:00)

《個別相談会》4月24日（木）9:00～12:00 (1社20分程度)
※相談会の各時間帯・場所は別途ご連絡いたします。
通訳：《セミナー》同時通訳あり

《個別相談会》通訳サービスはございません。
会場：ホテルオークラ東京（本館1階 曙の間）
定員：200名
参加費：255ドル（クレジットカードAMEX、VISA、MASTER、DISCOVER）又は、26,000円（銀行振り
込）クレジットカードによるお支払いにご協力ください。
締め切り：4月10日（木）定員になり次第、締め切らさせていただきます。
※個別相談はご相談内容の要約を4月3日（木）までにお送りください。

お問い合わせ

お問い合わせ

「日本の花き品種を米国･EUへ」セミナーのご案内

ジェトロでは、花きマーケット事情や消費動向に詳しい各専門家を講師に招き、同地域への輸

出を検討されている花き育成者・関係者を対象として、東京・千葉（幕張メッセ）の2箇所で開

催します。米国・EU地域への輸出・市場開拓にご関心のある方のご参加をお待ちしています。

※本事業は、農林水産省からの補助金で実施するものです。

【開催概要】

・東京

日時：3月20日（木） 13時30分～16時45分（受付 13時00分～）

場所：ジェトロ本部（東京） 5階展示場

・幕張

日時：3月21日（金） 13時30分～16時45分（受付 13時00分～）

場所：幕張メッセ 国際展示場9－11ホール 2階 特別会議室

主催：一般財団法人 日本花普及センター、ジェトロ

後援：公益社団法人日本家庭園芸普及協会

参加費：無料

定員：各100名（先着順）

※定員に達し次第お申し込みを締め切ります。定員超過のため参加をお断りさせていただく方に

は、その旨ご連絡します。

申込締切：3月14日（金）

詳細URL：https://www.jetro.go.jp/events/item/20131219365/
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TEL ：０3-6265-1755 FAX ：０3-6265-1799

Information

日本関税協会 長崎支部

株式会社事業革新パートナーズ　担当者 : カオ

E-mail:exhibition@bipc.co.jp

TEL：095-825-0557 FAX：095-825-1748お問い合わせ

お問い合わせ

タイ国開催農業・園芸業界専門国際見本市についてのご案内

2014年民間主催の農業関連の2つの展示会が併催されます。来場・出展共にご興味をお持ちの
方は下記日本国内連絡先までお問合せ下さい。

〔国際砂糖・米・メイズ関連展農業展示会2014〕
会期：8月29日（金）～31日（日）
会場：インパクトエキシビションセンター(IMPACT) ホール8 
出展企業数：300 
出展内容：農業機械・道具、トラクター、収穫用機械、栽培管理機械・システム、倉庫、灌漑/
灌漑用機械、肥料、農業殺虫剤、家畜、無機化合物、育苗機械など
来場者数:（見込み） 商談来場者8,000人以上
〔タイ農業エキスポ2014〕

会期：8月29日（金）～31日（日）
商談日：8月29日（金）～30日（土）
一般公開日：8月31日（日）
会場：インパクトエキシビションセンター(IMPACT) ホール7および屋外
出展企業数：200 
出展内容：農業関連ビジネス製品、農薬、コンサルタント、農協、科学・教育、サービス、冷蔵
機器、選別機器、肥料、農産品、園芸、花卉、青果、園芸資材等
来場者数:（見込み） 商談来場者8,000人以上
※両展示会は共に農業関連展示会となりますが、注目している分野や目的は異ります。

～貿易関連業務に携わる方を対象にした貿易実務講座～

講 師：（八代会場）財務省長崎税関 八代税関支署 統括審査官 塩宮 浩二 氏
（熊本会場）財務省長崎税関 八代税関支署熊本出張所長 小栁 新吾 氏

【 八代会場 】3月12日(水)13:30～16:00
やつしろハーモニーホール3F 研修室

【 熊本会場 】3月14日(金)13:30～16:00
熊本市男女共同参画センターはあもにい４Ｆ研修室Ａ・Ｂ

対 象： 貿易従事者（企業、個人は問いません。）
定 員： 各会場 40名程度
受講料：公益財団法人日本関税協会長崎支部会員、一般社団法人熊本県貿易協会会員・・無 料

一般及び個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円【資料代として】
主 催： 公益財団法人日本関税協会長崎支部、一般社団法人熊本県貿易協会

貿易従事者のための貿易実務講座のご案内
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TEL：03-3438-2026　　FAX：03-3433-7164

（公財）東京都中小企業振興公社

Information

KOTRA 福岡貿易館

TEL ： 092-473-2005　FAX ： 092-473-2007
お問い合わせ

お問い合わせ

2014年GTRADE JAPAN参加企業のご案内

【ｾﾐﾅｰ】アジア環境ビジネスの展望と中国環境市場の攻略ポイントのご案

『韓国製の消費財』日本国内での普及拡大を目的とした商談会が下記のとおり開催されます。

参加企業への支援も予定されておりますので，この機会にご参加ください。

【開催概要】

開催日時：5月29日（木）9：00～18:00

会場：水原ラマダホテル 3階 グランドボリューム

(京畿道水原市所在、仁川空港から90分)

主催：KOTRA、GSBS(京畿道中小企業支援センター)

商談品目及び規模：消費財全般（道内中小企業150社）

締切日：3月20日（定員になり次第、終了）

～参加企業(バイヤー)の支援内容～

・ 往復航空費25％支援

・ 宿泊（1部屋/1社、ツインルームOK、朝食付き）

・ リムジンバス手配（空港⇔ホテル 暫定）

・ １：１商談スケジュールアレンジ

・ 無料通訳配置 1人/1社

本セミナーでは、アジア諸国の環境ビジネスの最近の動向に加え、中小企業がどのような点に

注意し中国環境市場において販路開拓していくべきかをテーマとしてお届けしますので、ぜひご

参加ください。

【開催概要】

日 時：3月13日（木） 13：30～（受付開始 13：10）

会 場：都立産業貿易センター浜松町館 2階展示室

定 員：100名 （定員になり次第締め切らせていただきます）

受講料：無料

お申込・詳細は下記をご参照ください。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1401/0022.html

《プログラム》

13：30：開会挨拶

13：35～14：35 「アジア諸国の環境ビジネス動向」

14：35～14：45 休憩

14：45～16：05 「環境関連中小企業のための中国市場の攻略ポイント」

16：05～16：30 事業案内・質疑応答
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3月21日（金）～
3月23日（日）パシ
フィコ横浜

◇Japan Fishing Festival 2014 ～国際フィッ
シングショー～
【趣味、スポーツ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanFishing_40885

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPhIJapan_40933

3月21日（金）～
3月23日（日）幕張
メッセ

◇第24回　2014日本フラワー＆ガーデンショ
ウ【農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/24thJAPAN_41111

3月22日（土）～
3月23日（日）東京
ビッグサイト

◇AnimeJapan 2014【映像、玩具】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AnimeJapan2014_41142

4月2日（水）～
4月4日（金）東京
ビッグサイト

◇第17回 ファベックス2014【食・飲料、食品
加工】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FABEX_39300

4月9日（水）～
4月11日（金）東京
ビッグサイト

◇SEA JAPAN 2014【海運、造船、港湾関連
機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SEAJAPAN_41123

3月25日（火）～
3月27日（木）東京
都立産業貿易セ
ンター・台東館

◇第48回 ISF (アイ・エス・エフ)【履物】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ISF_41080

3月28日（金）～
3月30日（日）東京
ビッグサイト

◇第41回 東京モーターサイクルショー【自動
二輪車、スポーツ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The41th_41012

4月9日（水）～
4月11日（金）東京
ビッグサイト

◇国際医薬品原料・中間体展（CPhI）【医薬
品、製薬・製剤、薬学】

4月9日（水）～
4月11日（金）池袋
サンシャインシティ
文化会館

◇第49回　インターナショナル プレミアム・イ
ンセンティブショー 春 2014
【ギフト用品、販促用品、広告、マーケティン
グ、経営管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IPI_41077

4月9日（水）～
4月12日（土）ポー
トメッセなごや

◇2014中部パック【包装、食品、食品加工】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ChubuPack_28828

見本市情報

～国内開催見本市～
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5月13日（火）～
5月15日（木）中国
/ 上海

◇SIAL CHINA 2014【食・飲料、食品加工、
ケータリング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SIALCHINA_40472

開催期間

4月23日（水）～
4月25日（金）ブラ
ジル / サンパウロ

◇World Travel Market Latin America 2014
【観光・旅行】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WTMLatin_40744

見本市名 URL

4月23日（水）～
4月25日（金）シン
ガポール

◇SEMICON Singapore 2014 （セミコン・シン
ガポール 2014）
【電気・電子、精密機器】

4月23日（水）～
4月26日（土）中国
/ 上海

◇第28回中国国際プラスチック・ゴム工業見
本市【製造・生産技術、素材類】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CHINAPLAS2014_39681

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SEMICONSingapore_39834

5月6日（火）～
5月8日（木）ベル
ギー / ブラッセル

◇Seafood Expo Global【食・飲料、食品加
工、店舗用設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SeafoodExpo_41542

5月8日（木）～
5月14日（水）ドイ
ツ / デュッセルド
ルフ

◇interpack 2014 - processes and packaging
leading trade fair
【包装（資材、関連機器）】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/interpack2014_37625

4月24日（木）～
5月1日（木）イタリ
ア / フィレンツェ

◇The 78th International Handicrafts Trade
Fair
【衣料、アクセサリー、家具、手工芸品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MostraInternazionale_41342

5月5日（月）～
5月9日（金）ドイツ
/ ミュンヘン

◇IFAT 2014 - World's Leading Trade Fair
for Water, Sewage, Waste
　and Raw Materials Management【環境、廃
棄物処理、リサイクリング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFAT_38672

5月5日（月）～
5月8日（木）米国
/ ヒューストン

◇2014 Offshore Technology Conference
【鉱業、エネルギー、その他の産業用機器・
設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/OTC2014_39487

4月30日（水）～
5月11日（日）フラ
ンス / パリ

◇Foire de Paris 2014（パリ国際見本市）
【食・飲料、手工芸品、観光・旅行】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Foirede_40271

～海外開催見本市～

見本市情報

-10-



－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

1

ADVANCE COMMERCIAL
TRADING CO.,LTD.

T-shirts

2

AEC CORPORATION
(THAILAND) CO.,LTD.

Canned Food(Curry,Rice,Ready-to-eat,Fish)

3

AEC World Net Work Company http://www.aecworld.co.th Long Graini Rice
(White,Jasmine,Parboild)

4

OTOP AGARWOOD FARMER
GROUP THAILAND

Agarwood oil & Spa products

5

ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Silver Jewelry,Crystal Jewelry,Fashion Jewelry

6

SANKO DIECASTING
(THAILAND) PUBLIC CO.,

http://www.sankothai.net Parts(Auto,Motorcycle,
Agriculture,Electrical,
 Diecast)

7

S's Motto Marketing Offices http://www.smottotherapy.com Natural Skincare Products

8

THAI PREMIUM MANGO
CO.,LTD.

FRESH MANGO(NAMDOKMAI)

9

THAISTAR INDUSTRIAL 1987
CO.,LTD.

http://www.thaistarindustrial.com Seafood(Canned, Frozen),
Charcoal, Rice

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（2014.2月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 TSR情報　2014.1.23　No.2472 株式会社東京商工リサーチ 2014/01/23

2 日本貿易会月報 2014.1　No.721 一般社団法人日本貿易会 2014/01/27

3 OITA Trade & Views　Vol.92　2014　January-February 大分貿易情報センター 2014/01/27

4 日経ビジネス　2014.01.27　No.1726 日経BP社 2014/01/29

5 Annual Report 2013 IDE-JETRO　日本貿易振興機構 2014/01/30

6 商工金融　2014年1月号　　第64巻第1号 一般社団法人　商工総合研究所 2014/01/30

7 TSR情報　2014.01.30 株式会社東京商工リサーチ 2014/01/31

8 台湾光華雑誌　Taiwan Panoramal 第39巻第1期 光華畫報雑誌社 2014/02/03

9 日経ビジネス　2014.02.03 日経BP社 2014/02/03

10 2013　台湾の経済　DATA BOOK 公益財団法人　交流協会 2014/02/03

11 台湾情報誌　交流　2014年1月　vol.874 公益財団法人　交流協会 2014/02/03

12 新世界の食品添加物概説　ＪＥＣＦＡと主要国の認可品目リスト 日本食品添加物ｌ協会 2014/02/03

13 和牛肉の輸出はなぜ増えないのか 山縣　裕一郎　　横田　哲治 2014/02/05

14 ＡＦＣフォーラム　2014.2　第61巻11号（762号） 日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2014/02/05

15 海外進出のしかたと実務知識 山本　憲央　　軽森　雄二　　細川　博 2014/02/05

16 食の戦争　米国の罠に落ちる日本 飯窪　成幸　　鈴木　宣弘 2014/02/05

17 里山資本主義－日本経済は「安心の原理」で働く－ 井上　伸一郎　　藻谷　浩介 2014/02/05

18 これ１冊ですべてわかる！ミャンマー進出ガイドブック 長坂　嘉昭　　小山　好文　　宍戸　徳雄 2014/02/05

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(H26.1.21～H26.2.20)
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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(H26.1.21～H26.2.20)

19 TSR情報　2014.2.6　　No,2474 株式会社東京商工リサーチ 2014/02/06

20 中華民国　台湾投資通信　2014.1　Vol.221 中華民国　経済部　投資業務処 2014/02/10

21
 フード・エキスポ2014　インターナショナル・ティー・フェア2014
出展のご案内

香港貿易発展局 2014/02/10

22 日経ビジネス　2014.02.10　　No.1728 日経BP社 2014/02/10

23 ジェトロセンサー2014.3 日本貿易振興機構 2014/02/12

24 ＴＳＲ情報　2014.2.13 株式会社東京商工リサーチ 2014/02/14

25 日経ビジネス　2014.02.17　No.1729 日経BP社 2014/02/17

26 マレーシアの投資環境 株式会社国際協力銀行 2014/02/17

27 ＫＩＳＣ　冬号　2014 公益財団法人　かごしま産業支援センター 2014/02/17

28 ベトナムの投資環境 株式会社国際協力銀行 2014/02/17

29 ジェトロ貿易ハンドブック2014 海外調査部　調査企画課 2014/02/17

30 ビジネスのための中国経済論 海外調査部　調査企画課 2014/02/17

31 アジ研　ワールド・トレンド　2014.3　No.221 日本貿易振興気候アジア経済研究所研究支援部 2014/02/18

32 ＫＥＲ経済情報　2014.2　Ｎｏ．287 株式会社鹿児島経済研究所 2014/02/19
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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

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２５年３月に，南九州西回り自動車道の『薩摩川内高江－薩摩川内水引』が

開通し，平成２６年度中には，『鹿児島－薩摩川内水引』間が全線開通することから，薩摩

川内港との交通アクセスが更に充実します。

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 26 年 3 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 商工観光部 企業・港振興課

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線 4391,4392）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１０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６便），中国航路（週３便）の計４航路週１１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/ah09/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)3640　FAX 099(286)5629　E-MAIL sbsport@pref.kagoshima.lg.jp
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/
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貿 易 相 談 の ご 案 内

(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～

※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。

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 與賀田　隆 日本通運(株)志布志支店長

通関 梅木　洋一郎 (株)共進組外航部通関課次長

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

-31-



鹿児島県貿易協会新規入会会員の募集

当協会では、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

等で構成される公益社団法人です。

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 26 年 2 月 28 日現在）

【役員】：会長 佐々木 浩

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】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。

-32-



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、商品情報ほか。

○（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 貿易引き合い掲示板。引き合いの検索のほか、掲載も可能。

○WTC JAPN 貿易引き合い掲示板

http://www.wtcjapn.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/

…国内外の取引支援情報を発信。都内中小企業取扱商品情報、輸出入取扱い企業情報、

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、どうぞご利用ください。（http://www.kibc-jp.com）
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