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E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

Information

ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：宇野、小松） 

Tel：03-3582-5546

E-mail：afb@jetro.go.jp.

TEL：03-3514-4700  FAX：03-3514-4707

台湾貿易センター東京事務所

日本企業向け台湾調達マッチング商談会のご案内

お問い合わせ

国際食品見本市「SIAL ASEAN 2014」ジャパン・パビリオンのご案内

お問い合わせ

ジェトロでは、フィリピン・マニラで開催される総合食品見本市「SIAL ASEAN 2014」に、
ジャパン・パビリオンを設置して参加します。 農水産物・食品のフィリピン・アジア向け輸出
にご関心の皆様、是非、本「ジャパン・パビリオン」にご出展下さい。

【開催概要】
会期：6月11日（水曜）～13日（金曜) 10時00分～18時00分
開催地：フィリピン・マニラ
会場：World Trade Center Metro Manila他のサイトへ
主催：Comexposium 

ジャパンパビリオン 概要
募集企業数：10社程度（予定）
参加規模：90平米
主催：ジェトロ
出品料：無料
申込締切：2014年4月23日（水曜）※応募書類必着
出品内容：フィリピンで販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工品及び日本国内
で生産された他国産原料を使用した加工品

この度，日本企業（約50社）のみを対象とした商談会が台北にて開催されます。条件付きで航空

券や宿泊費用の優遇措置もありますので，この機会に是非ご検討ください。

【開催概要】

日時：7月8日（火）9:00～17:30 交流会及び商談会

7月9日（水）終日 商談フォローなど

場所：台北国際会議センター

調達対象品目: スマートグリッド、工作機械、カーエレクトロニクス、エコ製品 、風力発電、太陽光関連、

電動車両、LED照明、ハンドツール、機械部品、電子電気設備、デジタルコンテンツ、バイオ/医薬、ＩＴ

サービス産業及びＥコマース、その他

申込締切：4月23日（水）

詳細は下記を御参照ください。

http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=3716&lang=ja_JP
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ジェトロ広州事務所（担当：米川（内線140）、蘇（内線150））

Email:pcg＠jetro.go.jp.

TEL： 06-6944-6411 FAX：06-6944-6248

E-mail: to-imai@osaka.cci.or.jp

 大阪商工会議所　国際部　今井、松本

Information

Tel：86-20-8752-0060、Fax：86-20-8752-0077 

「第3回広州国際食品食材展覧会(GIFIF)」日本パビリオン出展募集のご案内

ジェトロでは第3回広州国際食品食材展覧会場にて，本食の調理デモンストレーション・試食・試
飲などを行う広報ブースを運営の予定です。併せて企業様ブースを設け、日本食品などを広州市民
に広く紹介します。この機会にぜひ、ご出展ください。

【開催概要】
会期：6月26日(木曜)～2014年6月29日(日曜) 
会場：保利世界貿易中心(広州市琶洲) 
規模：来場者のべ 20万人 、バイヤーのべ 1万4千人(第2回実績) 
主催：CCPIT広州市
前回実績：出展20カ国600社・団体、述べ来場者28万
ージャパン・パビリオン 概要ー
主催：ジェトロ
募集小間数(予定) ：22ブース（企業様ブース）
※別途、広州総領事館、広州日本商工会、ジェトロ広州事務所が共同で「広報ブース」を運営予定。
日本食の調理デモンストレーション・試食・試飲などを実施予定です。
1小間=3m×3m（9平方メートル）
壁面3面、企業様名標示板、絨毯、机1、折りたたみ椅子2、蛍光灯照明2、220V電源1 
出品料：5,500元(税込 - 定価8,800元のところ日本パビリオン向け優待料金) 
※費用は直接主催者であるCCPIT広州にお支払いいただきます。
申込締切日：4月30日(水)

お問い合わせ

お問い合わせ

【セミナー】貿易関連書類〈解説編〉のご案内

～一般原産地証明書を作成しよう～

貿易を行う上で、一般原産地証明書は重要な役割を担っている一方で、輸出者にとっては「作成

が難しい」、「専門的な知識が必要」などの懸念があります。この度、貿易業に携わる方を対象

とした一般原産地証明書についての説明会が開催されます。プログラムは「解説編」と「実践

編」の２段階で構成し、単独の受講も可能です。奮ってご参加ください。

【開催概要】

開催日時：5月12日（月） 14:00～16:00

場所：大阪商工会議所 会議室

対象：全対象向け

参加費：無料

開催内容

＜解説編＞

●貿易関連書類について

●商工会議所が発給する書類の種類

●「一般原産地証明書」とは何か

●作成する上でのポイント

●その他の貿易関係証明書類

定員：80名（先着順）

開催日時：5月29日（木）14：00～17：00

場所：大阪商工会議所 会議室

対象：全対象向け

参加費：会員：3,000円、一般：6,000円

開催内容

＜実践編＞

●貿易関連書類の種類、内容について

●商工会議所で貿易証明の発給を受けるために

●一般原産地証明書の作成（日本産、外国産）

＊個別演習となります

●その他貿易関連書類の作成 ＊個別演習となり

ます

定員
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E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

TEL：03-5320-4798　FAX：03-5388-1465

Information

台湾貿易センター東京事務所（担当：洪）

東京都産業労働局商工部経営支援課市場開拓支援係

Email：S0000481@section.metro.tokyo.jp

TEL：03-3514-4700　FAX：03-3514-4707お問い合わせ

お問い合わせ

アジア特別商談会参加企業募集についてのご案内

ベトナム・ホーチミンで開催される展示会「メタレックス ベトナム2014」内に設置される
「東京パビリオン」に出展していただける企業を募集します。 優れた製品や技術を有する都内
中小企業の皆様、是非参加をご検討ください。

【開催概要】
名称：メタレックス ベトナム2014
日時: 10月9日(木)～11日(土)/3日間
会場：Saigon Exhibition Convention Center （ベトナム・ホーチミン）
主催：Reed Tradex
対象：工作機械、マシニングセンター、板金加工、溶接技術、ファクトリーオートメーション、
金型、ワイヤー、ケーブル等
申込締切：5月9日必着
詳細は下記をご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/shoko/keiei/asiashodankai/asiashodankai.html

本見本市は台湾市場を開拓する場であると同時に、中国、アメリカ、カナダ、タイ、マレーシア、
インドネシアからも多くのバイヤーが来場、台湾を拠点にアジア市場を開拓する絶好のチャンスで
す。ぜひ医療展への出展を機に、新たなビジネスチャンスをご開拓下さい。

【開催概要】
日時：6月19日(木)～6月22日(日) 9：00～18：00 （最終日のみ17:00まで）
会場：台北世界貿易センター展示ホール１
主催：台湾経済部国際貿易局、台湾貿易センター(TAITRA)
共催：台湾メディカルアンドバイオテクインダストリー協会
出展品目：医療器具（病院設備、IT設備他）、救急設備、手当用品及び消耗品、医療用IT・通信製
品、診断器具・設備、医療サービス、医学図書、外科手術器具、製薬、歯科・整骨科用機器及び設
備、保健用品及びリハビリ製品、生化学検査設備、消毒滅菌器具、実験器具、補助器（車椅子、電
動カート及び部品等）等。
U R L：http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=3368&lang=ja_JP (日本語)

2014台湾国際医療産業＆シルバーヘルスケア見本市のご案内
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E-mail：moji-gyomukanri@customs.go.jp

 E-mail：d-haga@giftshow.co.jp

TEL：03-3843-9901（直）　FAX：03-3847-9436

（株）ビジネスガイド社福岡ギフト・ショー事務局

Information

門司税関業務部管理課

Tel：050-3530-8361　FAX：093-332-8397
お問い合わせ

お問い合わせ

輸出入申告官署の自由化に係る基本的方向性等に係る説明会のご案

内

第10回 福岡インターナショナル・ギフト・ショー2014 出展募集のご案内

輸出入申告官署の自由化及び輸出入申告の24 時間化の検討に当たり、施策に対する皆様のご

理解を深めていただくための説明会が開催されますので、ご興味をお持ちの方はご参加ください。

【開催概要】

日時：4月22日（火）10:30～11:30

会場：福岡港湾合同庁舎6階会議室

開催地区：博多

定員：90名

詳細は下記をご参照ください。

http://www.kanzei.or.jp/nagasaki/nagasaki_files/pdfs/140402.pdf

東アジアの主要都市を結ぶアジアの拠点九州福岡に、最新で本格的なトレードショーとして毎

年開催されている見本市に出展を御希望の方はこの機会にお申込ください。

【開催概要】

日時：6月9日（月）～11日（水） 10：00 ～17：00

開催場所：マリンメッセ福岡 福岡市博多区沖浜町７－１

来場目標数：22,000人（業界関係者のみ）

主催： 株式会社 ビジネスガイド社

特別後援： 福岡市、福岡商工会議所、財団法人福岡コンベンションセンター
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5月14日（水）～5
月16日（金）東京
ビッグサイト

◇BIOtech2014 - 第13回 国際バイオテクノ
ロジー展／技術会議 -
【先端技術、医薬品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BIOtech2014_40928

5月14日（水）～5
月16日（金）神戸
国際展示場

◇第18回 神戸国際宝飾展 - 18th
INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE
【宝石、貴金属】

5月15日（木）～5
月17日（土）石川
県産業展示館

◇第52回 機械工業見本市金沢 （MEX金沢
2014）
【金属加工、金属製品、電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEXKanazawa_40906

4月16日（水）～
4月18日（金）東京
ビッグサイト

◇Photonix 2014 -フォトニクス- 第14回 光・
レーザー技術展
【光学、光工学、レーザー技術・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Photonix2014_40983

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IJK_40974

4月16日（水）～
4月19日（土）イン
テックス大阪

◇INTERMOLD 2014（第25回金型加工技術
展）/金型展2014
【工作機械・金属加工、金属製品、工具、金
型】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERMOLD2014Die_40877

4月17日（木）～
4月19日（土）イン
テックス大阪

◇バリアフリー2014【福祉・介護・リハビリ用
機器・用具】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BarrierFree_40917

5月2日（金）～5月
6日（火）西日本総
合展示場

◇西日本インポートフェア＆食メッセ2014
【家具・インテリア用品、食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WESTJAPAN_41167

5月14日（水）～5
月16日（金）東京
ビッグサイト

◇SODEC 2014 - 第23回 ソフトウェア開発
環境展
【通信、情報処理、コンピュータ】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SODEC_39613

4月23日（水）～
4月25日（金）パシ
フィコ横浜

◇レーザーEXPO 2014【光学、光工学、レー
ザー技術・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LaserExpo_39499

4月24日（木）～
4月26日（土）東京
ビッグサイト

◇第38回 2014 日本ホビーショー【趣味、ギ
フト用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/the38th_41053

見本市情報

～国内開催見本市～
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6月11日（水）～6
月14日（土）タイ /
バンコク

◇ProPak Asia 2014 - The 22nd
International Processing, Filling and
　Packaging Technology Event for Asia【包
装、測定・試験機器、品質管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProPakAsia_41806

5月21日（水）～
5月24日（土）マ
レーシア / クアラ
ルンプール

◇METALTECH 2014- The 20th Asean
International Machine Tools and
　Metalworking Technology Exhibition【工作
機械・金属加工、品質管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/METALTECH2014_40360

見本市名 URL開催期間

5月21日（水）～
5月25日（日）タイ
/ バンコク

◇Thaifex-World of Food Asia 2014
【食・飲料、食品加工、レストラン、ケータリン
グ】

5月28日（水）～
5月31日（土）中国
/ 上海

◇第19回中国国際キッチン＆バス設備展覧
会【建築・建設、衛生設備、空調】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KBC2014_38383

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Thaifex_41283

6月3日（火）～6月
7日（土）台湾 / 台
北

◇COMPUTEX TAIPEI 2014【通信、情報処
理、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/COMPUTEXTAIPEI_41623

6月9日（月）～6月
12日（木）中国 /
広州

◇Guangzhou International Lighting
Exhibition 2014【照明、電気・電子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GILE2014_40870

5月29日（木）～
6月1日（日）韓国
/ ソウル

◇The 29th Korea World Travel Fair【観光・
旅行】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KOTFA2014_41594

6月3日（火）～6月
6日（金）ブラジル
/ サンパウロ

◇Fispal Tecnologia - 30th International Fair
of Packaging, Processes
　 and Logistics for the Food and Drink
Industries
【包装、その他の産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FispalTecnologia_41696

6月2日（月）～6月
6日（金）ギリシャ /
アテネ

◇Posidonia 2014 - The International
Shipping Exhibition
【海運、造船、港湾関連機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Posidonia2014_38255

5月29日（木）～
6月1日（日）ドイツ
/ ニュルンベルク

◇Interzoo2014- International Trade Fair for
Pet Supplies【ペット】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Interzoo2014_38582

～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

 H.V. Plas Co.,Ltd. http://www.hvplas.com/ PVC Sheet,
Floor Coverint,
Shower Curtain etc.,

2

LUCKY DEVELOPMENT
CO.,LTD.

 CHARCOAL,
WHITE CHARCOAL

3

 MAJESTIC FOOD INDUSTRY
CO.,LTD.

http://www.thailee.com  Canned Sweet Kernel Corn,
Cream Corn

4

MILLI INTERNATIONAL
EXPORTS

http://www.milliproducts.com Ready made
garment,textile,handbag,luggage,Furniture,Tiles,PVC
Flooring,Sheets,Footwear,Auto
parts,Kitchenware,Houseware,Toys,Imitation
Jewelry,Cosmetic,Stationery,Foodstuff

5

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

6

SAHA PATHANA INTER-
HOLDING PUBLIC CO.,LTD.

http://www.sahaexport.com Fabric,Garment,Home Textile,
Houseware,Cosmetic,Toileteries,Food,Beverage,Leathe
r
 Products,Footwear,Auto Accessories,Education,
Distribution, Logistics Service

7

T.MAN PHARMA CO.,LTD. http://www.tmanpharma.co.th/ Pharmaceutical products,
Quasi-drug

8

THAI HERB CARE CO.,LTD. Natural Handmade Spa,
Health,Beauty Products

9

THAI HERBAL SUPPLY
CO.,LTD.

Dried & Fresh Herb,
Herbal Ball

 THAI SRIRACHA
CORPORATION CO.,LTD.

http://www.thaisriracha.com Sauce(Green Chili,
Omlet,Thai Sriracha)

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（2014.3月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 財界九州　2014.3　Ｎｏ．1074 株式会社財界九州社 2014/02/21

2 日経ビジネス　2014.02.24　Ｎｏ．1730 日経ＢＰ社 2014/02/21

3 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　2014.2 光華畫報雑誌社 2014/02/24

4 ＴＳＲ情報　2014.2.27 株式会社 東京商工リサーチ 2014/02/27

5 三重県国際取引企業名簿2013 日本貿易振興機構（ジェトロ）三重 2014/02/28

6 日経ビジネス　2014.03.03　Ｎｏ．1731 日経ＢＰ社 2014/03/03

7 台湾情報誌　交流　2014.2　Ｖｏｌ．875 公益財団法人　交流協会 2014/03/03

8 米国・カナダ進出日系企業実態調査　2013年度 海外調査部　北米課 2014/03/03

9 2013年度　岐阜県海外進出企業リスト ジェトロ岐阜 2014/03/04

10 商工金融　2014年2月号　第64巻第2号 一般社団法人商工総合研究所 2014/03/06

11 ＴＳＲ情報　2014.3.3　Ｎｏ．2478 株式会社東京商工リサーチ 2014/03/06

12 中華民国　台湾投資通信　2014.2　Ｖｏｌ．222 中華民国　経済部　投資業務処 2014/03/10

13 日経ビジネス　2014.03.10　Ｎｏ．1732 日経ＢＰ社 2014/03/10

14 ＡＦＣ　フォーラム　2014.3 日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2014/03/10

15 ジェトロセンサー　2014.4　第64巻　第761号 日本貿易振興機 2014/03/11

ライブラリー近着図書(H26.2.21～H26.3.20)

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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番号 資料名 発行者名 受入年月日

ライブラリー近着図書(H26.2.21～H26.3.20)

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。

16 ＴＲＳ情報　2014.03.13 株式会社　東京商工リサーチ 2014/03/13

17 財界九州　2014.3　Ｎｏ．1075 （株）財界九州社 2014/03/19

18 ＫＥＲ経済情報　2014.3　Ｎｏ．288 株式会社　鹿児島経済研究所 2014/03/19

19 OITA Trade & View 2014 March-April Vol.93 ジェトロ大分 2014/03/20

20 TSR情報　2014.3.20　No.2480 株式会社東京商工リサーチ 2014/03/20

21 アジ研ワールド・トレンド　2014.4　Ｎｏ．222 アジア経済研究所 2014/03/20
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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

-24-



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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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。
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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
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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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