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海外ﾚﾎﾟｰﾄ

シンガポール

      ～最新水事情～

      

一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)シンガポール事務所

      所長補佐 三原 好太郎

１ ごあいさつ

みなさま、はじめまして。一般財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所の三原と

申します。2014 年４月にシンガポールへ赴任いたしました。これから年に数回、みなさま

へ現地の最新事情などをお届けいたしますので、宜しくお願いいたします。

２ シンガポールの水は大丈夫？

海外旅行やご出張をされる際、まず気になることの１つが水ではないでしょうか。日本

ではごく普通に飲むことができる水道水ですが、世界では飲用可能の安全な水道水を安定

的に供給できる国はそう多くありません。現地で、水を口にしてよいか、衛生上問題ない

かと気にされる方は多いと思います。私自身も出張や旅行の際、地域によっては、屋台な

どで使用されるお皿やグラスに水が残っていないか確認したり、歯磨きなどで口をゆすぐ

ときはミネラルウォーターを使用したりと、大変センシティブになることがあります。

しかし、シンガポールでは水について心配する必要はありません。日本と同じように、

水道水を料理に使用することはもちろん、口にすることもできます。シンガポールに来て 3
ヶ月ほど経過しますが、水に関しては不自由ありません。

今回は、シンガポールにおける水の供給にスポットを当て、最近の話題と併せてお伝え

させていただきたいと思います。

３ シンガポールの水事情

シンガポールの年間降水量は約 2,400mm と、日本と比較して多雨の地域ですが、国土面

積が東京 23 区ほどの大きさ(720 ㎢程度)しかなく、また、最も高い標高でも 163ｍしかな

い平坦な地形のため、水源林等も少なく保水・貯水能力が非常に乏しい状況にあります。

また、効率的な取水ができるような大きな河川もありません。一方で、シンガポールはそ

の国土に 540 万人が生活する過密都市であり、1 日の水需要は約 4 億ガロン（約 181.8 万

㎥）と推定され、年々高まっています。

このため、シンガポールでは単独で全ての消費量をカバーできず、その一部を隣国マレ

ーシアからの輸入水に依存してきた現状があります。しかし、シンガポールとマレーシア

の間で結ばれていた送水に関する協定のうち、１つの協定は 2011 年に終了し、また、もう

１つの協定も 2061 年に期限を迎え、終了する予定となっています。

４ シンガポールの 4 つの蛇口

上述のような事情のため、水資源の確保は国家にとって重大な課題であり、また、都市

化の拡大や気候変動、エネルギーコストの上昇など今後の状況も不透明であることから、

政府は積極的に持続可能な水の供給に向けた取り組みを進めてきています。

シンガポールには現在、”Four National Taps”（4 つの蛇口）と呼ばれる水供給の調達源

があります。具体的には①貯水池、②輸入水、③下水再生水「NEWater」（ニューウォータ
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ー）、④海水淡水化という 4 つの調達源です。

① 貯水池

   シンガポールは水供給のため、世界的にも大規模に雨水の集水に注力してきた国の

１つです。国内には現在 17 の貯水池があり、集水可能な地域は国土面積の 3 分の 2 に

まで拡大しています。貯水池の多くは、河口や入江を閉鎖することによる淡水貯水池

であり、雨水はこの貯水池に貯留されています。

   都市における雨水の貯留に関して、特に成

果を上げたものが、2008 年 11 月に運用を開

始した「マリーナ貯水池」(Marina Reservoir)
です。ここでは「マリーナ・バラージ」(Marina 
Barrage)と呼ばれる 350m の堰により、シン

ガポール川等が注ぐマリーナ湾口を堰き止

め、その内陸側を貯水池としています。この

貯水池１つで、現在のシンガポールの水需要

の約 10%を満たしています。また、マリー

ナ・バラージは、水の供給だけでなく、洪水

対策や国民の憩いの場としての役割も果た

しています。

   さらに、政府は、海岸線付近からの集水を

行う最新技術の導入を進めており、2060 年までに集水可能地域を 90%に拡大すること

を目指しています。

② 輸入水

   先述のとおり、シンガポールは隣国マレーシアのジョホール州から原水の一部を購

入しています。シンガポールへの送水のため、シンガポールとジョホールとの間を結

ぶジョホール海峡には、地上及び地下に計 6 本の送水管が設置されています。

   シンガポールの積極的な水政策は、先述のシンガポールとマレーシア間の協定が失

効する 2061 年をターゲットにしたもので、それまでの間に水の自給率を限りなく

100%に近づけるための努力を続けています。

③ NEWater（ニューウォーター）

   「NEWater」は下水処理場で通常の処理が終了した水に、更に 3 段階の浄化処理を

行い、飲用可能な水準まで高度処理した再利用水です。既に 2003 年から原水としての

実用化が始まっており、現在は工業用水として主に利用されています。また、NEWater
の水質は極めて安全とされており、110,000 の化学テストに合格し、WHO の基準もク

リアしています。加えて、外部の専門家による厳格な監査も年に 2 回実施されます。

   現在シンガポール国内では、2010 年に操業を開始した、最も規模の大きいチャンギ

のニューウォーター工場をはじめ、数か所の工場が稼働しており、NEWater は全水需

要の約 30%を満たしています。さらに政府は、2060 年までに全水需要の 55%を満たす

ことを目標に、NEWater の産水能力を 3 倍に引き上げる計画を立てています。

【マリーナ・バラージの堰】

右側が海で、左側が堰き止められて淡水化が進ん

でいます。
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④ 海水淡水化

   2005 年、シンガポールでは初めてとなる海水淡水化工場が操業を開始し、1 日に

3,000 万ガロン(約 13.6 万㎥)の生産が可能となりました。また、昨年 9 月には 2 ヵ所目

となる工場が完成しました。規模はより大きなものとなり、1 日に 7,000 万ガロン(約
31.8 万㎥)の生産が可能となっています。

   海水淡水化については、処理に必要なコストの面で課題はあるものの、2060 年に全

水需要の 25%を賄う予定としています。

水需要は人口増加と経済成長などにより、2060 年には現在のほぼ倍増となる見込みです。

政府は、ここ 10 年間、焦点を水の持続可能性へシフトしています。将来世代にとって、

より持続可能で効率的、安定的に水供給を行えることを目指し、限られた水資源をできる

だけ能率的に活用できるよう取り組みを進めています。

５ 最近の話題〜Singapore International Water Week 2014〜
シンガポールだけでなく、世界の水需要も人口増加と経済成長、都市化などを背景に

増するとともに、水に関する様々な問題も生じてきています。

シンガポールでは 2008 年から、シンガポール国際水週間「Singapore International 
Water Week」（SIWW）を開催しており、世界各国の政府、行政機関、産業等の関係者が

参加し、最先端技術の紹介や商談、水問題についての会合などを行っています。

今年は 6 月 1 日から 5 日の日程で行われ、水に関す

る問題解決のためのハイレベル会合「Water Leaders 
Summit」のほか、「World Cities Summit」（世界都市

サミット）、「CleanEnviro Summit Singapore」（クリ

ーンエンバイロ・サミット）など多くのイベントが開

催され、世界 118 カ国・地域から 2 万人以上が参加し

ました。

また、水事業の国際展示会「Water Expo」も併せて

開催され、今回は過去最大規模の 800社以上が出店し、

国際パビリオン数も前回の 2012 年の 16 を上回る 24
となりました。当展示会には、日本貿易機構（ジェト

ロ）シンガポール事務所が「ジャパン・パビリオン」

を設置し、多数の日本企業や自治体が製品や研究開発、水道事業の運営技術などについて

紹介していました。主催者の SIWW 社によると、今回の成約額は 145 億シンガポールドル

（約 1 兆 1,900 億円）に上り、過去最高を記録したようです。次回は 2 年後、2016 年 7 月

10 日から 14 日に開催される予定となっています。

シンガポールでは、長年の課題であった水資源確保への積極的な取り組みにより、国内

外の企業による水関連産業の集積がみられ、新たな水関連技術の開発も進んできました。

政府はこれを更に発展させ、シンガポールを拠点に最先端技術を世界に向けて輸出するグ

ローバル・ハイドロ・ハブとしての地位も目指しています。水資源確保に対する取り組み

から、「弱みを強みに変える」というシンガポールのすごさを垣間みることができます。今

後も、シンガポールにおける各分野での動きを注視してまいります。

【Singapore International Water 
Week 2014 の様子】
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[参考資料]
シンガポール公益事業庁 http://www.pub.gov.sg/Pages/default.aspx
Singapore International Water Week ホームページ http://www.siww.com.sg
NNA.ASIA ホームページ http://news.nna.jp
「シンガポールの政策 上下水道政策編」(一般財団法人自治体国際化協会シンガポール事

務所)

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。

【（一財）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: tokyo.office@hktdc.org

Information

福岡商工会議所商工振興本部　担当：田中・竹村・下薗

TEL：092-441-1118　FAX：092-441-1149

Email：shodan@fukunet.or.jp

TEL：03-5210-5850 FAX：03-5210-5860 

香港貿易発展局 （HKTDC）東京事務所 担当：引地

アジア市場開拓セミナーのご案内

お問い合わせ

FoodExpokyushuへの出展ご案内

お問い合わせ

世界的にも優れた高付加価値の九州産農林水産物、加工食品を国内外に発信し、地場食品関連
産業の更なる売上向上、販路拡大及び地域経済の振興を目的として九州内、関西、関東ほか日本
国内のみならず、海外からも多数の優良なバイヤーを招聘し商談会が開催されます。

販路拡大の場として積極的にご活用ください。

【開催概要】
日時：10月7日（火）～9日（木）9:00～17:00
場所：福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2-2）
内容：①展示商談会②個別商談会③訪問商談会
出展企業：既に完成された商品を持つ九州・沖縄地域の中小企業・小規模事業者

※出展にあたっては事前に審査があります。
参加費用：1ブース 50,000円（税込）

※送料・輸送料・宿泊費等は貴社負担
募集数：展示商談会 150社（予定）
※参考：招聘予定バイヤー数 国内外より40名（うち海外は15名）

来場予定バイヤー数 のべ200名（3日間）
詳細は下記をご覧ください。
http://www.fukunet.or.jp/pdf/20141007_foodexpo.pdf

～アジア市場攻略は香港から！～

中国・アセアンでの販路開拓、店舗展開、ブランディング等ビジネス展開を期す日本企業向けに市

場開セミナーが開催されます。ファッション、特に小売分野のエキスパートであるお2人の講師を

お招きし、同市場を攻略する要となる香港にスポットライトを当て、事業計画策定の要件や最新

マーケット事情等、また「何を」「どう」売るかについてお話いただきます。

現在すでに何らかのビジネスはしているが壁にぶつかって期待ほどうまくいっていない、もっと拡

大していきたいという方、これから真剣に取り組んでいきたいがツテや情報が少なく、何をどこか

らどう始めればよいかわからないという方、奮ってご参加ください。

【開催概要】

日時：7月23日（水） 14:00～15:45

会場：東京ファッションタウンビル東館9F会議室907

参加費：無料

定員：80名 ※先着順（定員に達し次第締め切らせていただきます）

主催：香港貿易発展局

後援：日本貿易振興機構、中小機構基盤整備機構、

日本ニュービジネス協議会連合会ほか予定

申込：香港貿易発展局宛てFaxかメールにて（下記記載）
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Tel: 03-5402-8006

E-mail: info_in@asean.or.jp

国際機関日本アセアンセンター　貿易投資部

Information

海外展開支援施策説明会in鹿児島のご案内

販路開拓、知財活用、海外人材（グローバル人材）育成・確保などに有効な支援施策やその活用

事例をまとめて紹介する説明会がこの度鹿児島にて開催されます。アジアなど新興国への海外展開

にあたっては、知的財産に関するリスクマネジメントが非常に重要であることから、説明会後には、

知的財産に関する個別相談会も開催されます。海外展開に取り組んでいる或いは、海外展開を検討

している方はこの機会にぜひご参加ください。

【開催概要】

日時：7月17日（木） 説明会13：15～16：20

個別相談会16：30～17：30

※個別相談会は希望者のみ。事前予約制。

会場：鹿児島県市町村自治会館402号室

対象：企業、自治体、経済団体、金融機関等

主催：九州経済産業局、九州経済連合会、九州経済国際化推進機構、

九州知的財産戦略協議会、特許庁、鹿児島県

申込締切：7月13日（日）

詳細は下記をご参照ください。

http://www.kyukeiren.or.jp/files/topics/news/140625173536962.pdf

お問い合わせ

お問い合わせ

「カンボジアビジネス実務セミナー」開催のご案内

国際機関日本アセアンセンターは、カンボジアへの進出をご検討されている方を対象に、「カンボ

ジアビジネス実務セミナー」を開催いたします。今回のセミナーでは、カンボジアで日系企業に対して

税務・法務サービスを行っているVDB Loiの石本様をお招きし、カンボジアの最新ビジネス環境およ

び日系企業が進出する際の留意点等について、実例を交えてご講演いただきます。

【開催概要】

日時：7月17日（木） 13時30分～15時00分（受付開始：13時）

場所：国際機関日本アセアンセンター アセアンホール

〒105-0004 東京都港区新橋6-17-19 新御成門ビル1階

定員：80名

参加費：無料
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E-mail:akiko.hoshino@hktdc.org

TEL：03-6826-1434　FAX：03-6826-1435

Information

香港貿易発展局 （HKTDC） 東京事務所 担当：星野

公益財団法人日本関税協会

TEL：03-5210-5850 FAX：03-5210-5860お問い合わせ

お問い合わせ

【セミナー】検証 中国貿易と通関[輸出編・輸入編]のご案内

進料・来料加工、結転制度、増値税等貿易取引に絡む特殊な制度を持つ中国に軸足を置き、具
体的問題点を探ります。本年度より、講義時間を半日から終日に延長し、きめ細かい講義を展開
します。

【開催概要】
「検証：中国貿易と通関」（日本への輸出） 講師：岩見辰彦氏
・日時：7月16日（水）9:30～17:00（東京開催）

→中国から日本への輸出に焦点を絞り、輸出通関の流れから加工貿易
制度や増値税、原産地証明など特殊で難解な中国貿易の仕組みにつ
いて具体的に解説。
http://www.kanzei.or.jp/seminar/butsuryu/kensyo.html

「検証：中国貿易と通関」（日本からの輸入） 講師：岩見辰彦氏
・日時：7月17日（木）9:30～17:00（東京開催）

→日本から中国への輸入業務に携わる方々へ、中国の輸入通関の流れ
から貿易管理制度・法令だけでなく、輸入後の保税・物流制度の特
徴にまで踏み込んだ講座です。
http://www.kanzei.or.jp/seminar/butsuryu/kensyo.html

中国・アセアンでの販路開拓、店舗展開、ブランディング等ビジネス展開を期す日本企業向けと
した市場開拓セミナーが開催されます。同市場を攻略する要となる香港にスポットライトを当て、
事業計画策定の要諦や最新マーケット事情等、また「何を」「どう」売るかについてご案内します。

【開催概要】
日時：7月23日（水） 14:00～15:45
会場：東京ファッションタウンビル東館9F会議室907
参加費：無料
定員：80名 ※先着順（定員に達し次第締め切らせていただきます）
主催：香港貿易発展局
後援：日本貿易振興機構、中小機構基盤整備機構、日本ニュービジネス協議会連合会ほか
申込：香港貿易発展局宛てFaxかメールにて（下記記載）
詳細につきましては下記をご参照ください。
http://www.hktdc.com/resources/Trade_Event/Trade_Event/JP/2014/06/217728/1403568333069_D
M.pdf

アジア市場開拓セミナーのご案内
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E-mail：tokyo@taitra.gr.jp

E-mail：junhopark@kotra.or.jp

TEL：03-3214-6951（直）　　FAX：03-3214-6950

KOTRA東京（韓国貿易センター東京）　担当：パク・ジュンホ

Information

台湾貿易センター東京事務所

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

お問い合わせ

台北国際発明展＆テクノマート見本市参観のご案内

2014国際鉄鋼及び非鉄金属産業展韓国参加企業募集のご案内

今回で10回目を迎える『台北国際発明展＆テクノマート見本市』。アジア地域の知的財産

と技術のマッチングの場として開催されており、会場では2,000を超える発明品や特許技術

をご覧いただけます。

台湾市場の開拓はもちろんのこと、海外からの来場者も多い見本市ですのでアジアを中心

とした市場開拓にも適しております。当見本市への参観を機に、新たなビジネスチャンスを

ご開拓下さい。

【開催概要】

日時：9月18日(木)～9月21日(日) 9：30～17：30 

会場：台北世界貿易センター展示ホール１

主催：台湾貿易センター(TAITRA)

出展品目：（製品）農産品、化学原料及び製品、紡織品、機械、ハンドツール、電子機器、

パソコン周辺設備等

（技術）環境保護、エネルギー、オプトエレクトロニクス、通信、機械、運輸、

バイオ等

U R L：http://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html (英語)

申込締切：9月5日（金）

韓国では鉄鋼、非鉄金属産業に関連した唯一の展示会で、2012年度は15カ国から159社が参加、

908ブースを設け、延べ28,060名の関係者が訪問、15,997名の国内外のバイヤー来場実績となり

ました。韓国の優良鉄鋼メーカーや中小企業との交流を通じて現在と将来の市場の動向に関する

情報交換、及び商談の場であると存じますのでこの機会に出展ください。

【開催概要】

開催期間：9月24日～27日 (4日間) ＊調達商談会：9月25日（木）予定

開催場所：KINTEX 第１展示場 2,3ホール

展示規模：250社1000ブース（韓国国内：200社、国外：50社）

主催・主管：韓国鉄鋼協会、韓国非鉄金属協会、KOTRA、韓国鉄鋼新聞、㈱ザペアス

後援：産業通商資源部、（社）大韓金属資料学会、韓国鉄鋼資源協会

イベント：鉄鋼/非鉄金属業種別セミナー、技術セミナー、新製品/新技術発表会、輸出/購買商

談会

ホームページ：www.kisnon.com

申込締切：7月28日（月）まで

※宿泊支援等の支援あり。詳細につきましては下記をご覧ください。

http://kotra.or.jp/11088.html
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7月29日（火）～7
月30日（水）
グランフロント大
阪

◇Embedded Technology West 2014 / 組込
み総合技術展
【通信、情報処理、コンピュータ、電気・電
子】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ETWest2014_41199

7月30日（水）～8
月1日（金）
東京ビッグサイト

◇PVJapan2014【エネルギー、電気・電子、
環境】

8月20日（水）～8
月21日（木）
東京ビッグサイト

◇第9回「アグリフードEXPO 東京 2014」【農
林水産業、食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/43104

7月16日（水）～7
月18日（金）
東京ビッグサイト

◇国際モダンホスピタルショウ2014【医療・
病院用機器、リハビリ用機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IMHS2014_41082

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/PVJapan2014_42895

7月22日（火）～7
月25日（金）
インテックス大阪

◇下水道展'14大阪【建設、公共施設用機
器・備品、都市計画、環境】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SEWAGEWORKS_43083

7月23日（水）～7
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）
【繊維・衣料、アクセサリー、皮革、履物】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JFWIFF_41093

7月23日（水）～7
月25日（金）
東京ビックサイト

◇施設園芸・植物工場展2014（GPEC）【農林
水産業、園芸】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GPEC_41132

7月24日（木）～7
月27日（日）
東京ビッグサイト

◇インターペット -人とペットの豊かな暮らし
フェア【ペット】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/interpets_43314

7月23日（水）～7
月25日（金）
東京ビッグサイト

◇TECHNO-FRONTIER 2014
【電気・電子、精密・測定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MOTERTECHJAPAN_41060

7月29日（火）～7
月31日（木）
東京ビッグサイト

◇外食ビジネスウィーク 2014
【食・食品加工、店舗用設備、フランチャイズ
ビジネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/40914

見本市情報

～国内開催見本市～
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9月15日（月）～9
月21日（日）
中国 / 香港

◇September Hong Kong Jewellery & Gem
Fair 2014【宝石、貴金属、時計】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SeptemberHong_42788

8月16日（土）～8
月20日（水）
米国 / ニューヨー
ク

◇NY NOW【家庭用品、手工芸品】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/NYNOW_42723

見本市名 URL開催期間

8月27日（水）～8
月29日（金）
ブラジル / サンパ
ウロ

◇Concrete Show South America【鉱物、土
石、建設】

8月27日（水）～8
月31日（日）
中国 / 北京

◇21st Beijing International Book Fair（北京
国際ブックフェア）【書籍】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BIBF2014_42773

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ConcreteShow_41808

9月13日（土）～9
月16日（火）
イタリア / ミラノ

◇HOMI MILANO - THE NEW MACEF
【家庭用品、食卓用品、家具、ギフト用
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HOMI_42117

9月15日（月）～9
月18日（木）
ロシア / モスクワ

◇WorldFood Moscow2014 - 23rd
International Food & Drinks Exhibition
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WorldFoodMoscow_41796

8月28日（木）～8
月30日（土）
メキシコ / グァダ
ラハラ

◇26th Expo Nacional Ferretera【建築、工
具、DIY】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ExpoNacional_42493

9月5日（金）～9月
10日（水）
ドイツ / ベルリン

◇IFA 2014（国際コンシューマ・エレクトロニ
クスショー）
【電気・電子、通信】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFA_42495

9月5日（金）～9月
9日（火）
フランス / パリ

◇MAISON & OBJET Paris【家具・インテリア
用品、家庭用品、食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MAISON_42150

8月31日（日）～9
月2日（火）
ドイツ / ケルン

◇spoga + gafa 2014 - The Garden Trade
Fair【園芸・造園、趣味、ペット】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/spoga_41412

～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 3288 Engineering Co.,Ltd.
http://3288thaiyoungcoconut.web
s.com

Young Fresh Coconut
(curved for drinking),
100% Coconut Water,
Fresh Mango
(Nam Dok Mai)

2
ARGENTE COLLECTION
CO.,LTD.

http://www.argente-
collection.com

SILVER925 & BRASS JEWELRY

3
ARTIST PETROLEUM
IMPORT EXPORT
LTD.,PART

Charcoal(Wood Briquette,Sawdust,Coconut
Shell)

4
C.P. PACKAGING
INDUSTRY CO., LTD.

http://www.cp-pack.com

PP Food Container
(Drinking Cup,Yogurt Cup),
Noodle Cup,Soup Cup
,Microwavable Container,
Frozen&Chilled Food Tray,
Bucket for Pop Corn&Fried Chicken

5 CHAICHADA CO.,LTD. http://www.chaichada.com
Fresh Herbs,Vegetable,Fruits,Frozen
Fruits,Dried Herb,Aloe Vera,Fruits

6
CHELAE (THAILAND)
CO.,LTD.

http://www.chelaethailand.com OEM & ODM Ethnic Garment

7 DADSOFTWARE CO.,LTD. http://www.dad-soft.com SOFTWARE

8
EAST ASIA PREMIUM
CO.,LTD.

http://www.charmimade.com Handbag（Rattan,Traditional Textile etc.,)

9 Erawan Textile Co.,Ltd. http://www.erawantex.co.th
Cotton Fabric,
Woven Textile

10 H&B INTERTEX CO.,LTD. http://www.hnbinter.com Lining for Helmet

11
J.P. RICE INT'L (1998)
CO.,LTD.

http://www.jp-rice.com Rice

12
JNP. INTERNATIONAL
CO.,LTD.

Dried Fruits,Coconut Water

13
NAVDEEPAK
CORPORATION CO.,LTD.

http://www.navdeepakcorp.com
Dried Coconut,Spices,Concentrated
Juice,Canned Food,Pineapple,Juice,Bottled
Juice

14 POLY ETERNAL CO.,LTD. Functional Workwear

15 ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisal.com Jewelry(gold,silver,fashion,body,crystal)

16
THAI ATLAS GLOBAL
FOOD CO.,LTD.

http://www.tagf.co.th
Canned & Bottled Coffee,
Beverage

タイ国からの輸出希望企業リスト（2014.6月分)
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－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage 商材

タイ国からの輸出希望企業リスト（2014.6月分)

17
THAI BONANZA
INTERNATIONAL
CO.,LTD.

http://www.bonanzaglobal.com
Beverage,
Canned&Frozen Food,
Fruits

18
THAI FOODS GROUP
CO.,LTD.

http://www.tfg.co.th Frozen Chicken

19
THAI ORGANIC PREMIUM
CO.,LTD.

http://www.thaiorganicpremium.co
m

Dreid Banana

20 THE NAGA HOLDING Fruit Wine,Cosmetic

21
UNIVERSAL FOOD
PUBLIC CO., LTD.

www.ufc.co.th

Beverage(Fruit Juice,
100% Coconut Water),
Sauce&Seasoning
(Sweet Chili Sauce etc.,),
Canned Fruits(Mango,
Tropical Fruit Cocktail etc.,)
,Canned Vegetable
(Baby Corn,Sweet Corn etc.,)

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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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 財界九州　２０１４．６　No.1077 ㈱財界九州社 2014/05/22

2 Ｔａｉｗａｎ　Ｐａｎｏｒａｍａ　２０１４．５　第３９巻第５期 光華書報雑誌社 2014/05/26

3 アジ研　ワールド・トレンド　２０１４．６　Ｎｏ．２２４ アジア経済研究所研究支援部 2014/05/22

4 TSR情報 ２０１４．５．２２ 東京商工リサーチ 2014/05/22

5 TSR情報　２０１４．５．２９ 東京商工リサーチ 2014/05/29

6 ミャンマービジネスガイドブック（２０１２－２０１３）
ヤンゴン日本人商工会議所
JETROヤンゴン事務所

2014/05/29

7 日経ビジネス　２０１４．０６．０２　Ｎｏ．１７４３ 日経ＢＰ社 2014/05/30

8 台湾情報誌　交流　２０１４年５月　ｖｏｌ．８７８ 公益財団法人　交流協会 2014/06/02

9 月刊　グローバル経営　２０１４．６　No.379
一般社団法人　日本在外企業
協会

2014/06/03

10 AFCフォーラム　２０１４．６
日本政策金融公庫　農林水産
事業本部

2014/06/03

11 商工金融　２０１４年５月号　第６４巻第５号
一般財団法人　商工総合研究
所

2014/06/05

12 中華民国　台湾投資通信　Mayｌ ２０１４　ｖｏｌ．２２５ 中華民国経済部投資業務処 2014/06/05

13 TSR情報　２０１４．６．５ 東京商工リサーチ 2014/06/05

14 日経ビジネス　２０１４．６．０９　Ｎｏ．１７４４ 日経ＢＰ社 2014/06/09

15 中国改革の深化と日本企業の事業展開 ジェトロ（日本貿易振興機構） 2014/06/09

16 ジェトロセンサーJuly2014 第764号 日本貿易振興機構 2014/06/12

17 TSR情報　２０１４．６．１２　No.2492 東京商工リサーチ 2014/06/12

18 日経ビジネス　２０１４．６．０９　Ｎｏ．１７４４ 日経ＢＰ社 2014/06/16

19 KER　6月号　経済情報　Vol.291 株式会社　鹿児島経済研究所 2014/06/17

20 TSR情報　２０１４．６．１９　No.2493 東京商工リサーチ 2014/06/19

ライブラリー近着図書(H26.521～H26.6.20)

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
★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
※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
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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!! ＊＊＊

２航路週３便就航

１．国際定期コンテナ航路について

現在、薩摩川内港には、OOCL による国際戦略港湾（神戸）と結ぶ国際フィーダー航路、

興亜海運株式会社（日本総代理店・三栄海運株式会社）による韓国（釜山）航路の２航路

週３便の国際コンテナ航路が開設されており、安定したサービスを提供しております。（神

原汽船株式会社による中国（上海航路）については現在休止中です。）

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 7 月現在＞

【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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－外国貿易コンテナ－

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
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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】：108 社（平成 26 年 4 月 1 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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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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