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海 外

レポート

ソウル

韓国人観光客誘致に係るアンケート調査の結果について

（一財）自治体国際化協会ソウル事務所  古殿 誠

皆様、新年明けましておめでとうございます。

皆様は年末年始をどのように過ごされましたか？私も鹿児島の自宅で日本の正月をゆっ

くり過ごしましたが、韓国からの帰省の際に韓国人観光客の多さに驚きました。韓国より

も温暖な鹿児島で、ゴルフや温泉を楽しむためだそうです。韓国人にとって、日本観光の

魅力とは？旅行先を決める際のポイントは？今回は、当事務所が各種観光展等で韓国人を

対象に実施したアンケート調査の結果をご紹介します。

１ 最近の訪日外客数の動向

日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2014 年 10 月の訪日外客数は、前年同月比 37.0%

増の 127 万 2 千人で、これまで 10 月として過去最高であった 2013 年（92 万 9 千人）を

34 万 3 千人上回りました。また、これは、2014 年 7 月の 127 万人を上回り、年間を通じ

た単月としての過去最高の記録となりました。さらに1 月から11月の累計が1,217 万 8 千

人となり、2013 年に記録した年間の過去最高（1,036 万 4 千人）を更新、年間では 1,300 

万人を超える見込みとなっています。JNTO では、秋は例年訪日旅行者数の多い時期ではあ

るが、円安による割安感の浸透や、消費税免税制度の拡充、大型クルーズ船の寄港、秋の

チャーター便の就航、大型国際会議の開催、中国・国慶節休暇中の集客を狙ったプロモー

ションや、各市場において紅葉の魅力を集中的に発信したこと等により、単月過去最高の

記録に繋がったと分析しています。国別では、10 月は主要 18 か国すべてで前年同月比 2 桁

増の好調な伸びとなり、11 月は英国、ロシアを除く 16 か国が同月の過去最高を記録しまし

た。なお、1 月から 11 月までの累計で、中国、台湾、香港、タイ、マレーシア、フィリピ

ン、ベトナム、インド、豪州、フランス、ドイツの 11 か国が、既に年間の過去最高を上回

っています。

韓国では、一昨年、日本で起きた汚染水問題などで訪日客が減少していましたが、最近

の継続的な円安を背景に、釜山と大阪を結ぶフェリーを利用した高校生の修学旅行が 5 カ

月ぶりに再開するなど、訪日客は前年同月比 57.7%増の 249,600 人となり、10 月としての

過去最高を記録しました。また、11 月は、前年同月比 39.8%増の 239,000 人で、2 月以来

9 カ月ぶりに市場別の訪日旅行者数で首位になっています。

資料 日本政府観光局（JNTO）訪日外客数（2014 年 10 月、11 月推計値）

http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/index.html
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資料 日本政府観光局（JNTO）訪日外客数（2014 年 11 月推計値）

  http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/pdf/141217_monthly.pdf

２ 韓国人観光客誘致に係る各種アンケート調査

では、韓国人の日本旅行に対するニーズはどのようになっているのでしょうか？当事務

所では、年２回程度、韓国内で行われる観光展等にブースを出展し、各種観光パンフレッ

トの配布やポスターの展示、ＰＲ映像の放映を通じて、日本の観光資源を紹介し、観光客

誘致に取り組んでいますが、その機会を活用して以下のようなアンケート調査を実施して

います。ソウル市内と釜山で開催される大きな展示会には、日本旅行に関心の高い韓国人

が大勢集まります。これは、韓国人に日本を PR する貴重な機会であると同時に、アンケー

トを通じて観光に関するニーズを把握する絶好のチャンスでもあります。
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■アンケートの概要

２－１ 日本地図アンケートの結果概要

日本地図アンケートでは、「行ったことのある
．．．．．．．．

地域」と「行ってみたい
．．．．．．

地域」を合わせる

と、釜山国際観光展では 1,594 票、日韓交流お祭りでは 1,664 票の投票がありました。以

下に、「行ってみたい
．．．．．．

地域アンケート」の年度別推移をお示しします。

●行ってみたい
．．．．．．

地域ベスト 20の推移   

（１）調査目的
韓国内における、日本の各地域の観光地としての人気や知名度等を知ることを目的とする。
（２）調査の場所、時期、対象者
以下のイベントにおける、クレア運営ブースに訪れた韓国人を対象に調査を行った。
a)釜山国際観光展（場所：韓国釜山市BEXCO、ブース運営期間：2013年9月6日（金）～9日（月））
b)日韓交流おまつり（場所：韓国ソウル市COEX、ブース運営期間：2013年9月15日（日））
１ 「行ったことのある地域」「行きたい地域」アンケート（日本地図アンケート）
（３）調査の方法
クレア運営ブース内に、都道府県名が記載された大きな日本地図を掲示し、ブースへの来場者が「行ったことがある地域」
に黄色いシールを、「行きたい地域」には赤いシールを貼ってもらう方法により実施した。

（１）調査目的
韓国人が日本旅行に期待する事柄等を調査することを通じて、韓国人観光客誘致における日本の強み等を把握する
ことを目的とする。
（２）調査の場所、時期、対象者
上記１（２）と同じく各会場で400人ずつを対象に調査を行った。
（３）調査の方法
クレア運営ブースに訪れた韓国人に対して、アンケート用紙への記入依頼を行い、その場で回収を行う方法により
実施した。

１ 「行ったとこのある地域」「行ってみたい地域」アンケート（日本地図アンケート）

２ 日本に関するアンケート（A4用紙アンケート）

順位 都道府県 票数 順位 都道府県 票数 順位 都道府県 票数

1位 北海道 140 1位 北海道 123 1位 沖縄 95

2位 大阪 74 2位 沖縄 58 2位 北海道 85

3位 東京 71 3位 大阪 54 3位 東京 57

4位 京都 49 4位 東京 44 4位 大阪 50

5位 福岡 42 5位 京都 38 5位 京都 26

6位 沖縄 34 6位 福岡 35 6位 鳥取 19

7位 長崎 20 7位 長崎 23 7位 静岡 14

8位 愛知 19 8位 鳥取 13 8位 福岡 13

9位 青森 16 9位 愛知 12 9位 千葉 12

10位 静岡 15 静岡 11 青森 11

11位 神奈川 14 奈良 11 奈良 11

広島 12 12位 兵庫 10 12位 鹿児島 9

熊本 12 13位 福島 9 13位 秋田 8

兵庫 11 青森 8 福島 6

鳥取 11 神奈川 8 長野 6

福島 9 熊本 8 宮崎 6

奈良 9 千葉 8 富山 5

秋田 8 富山 8 長崎 5

千葉 8 宮崎 8 岩手 4

長野 8 20位 鹿児島 7 茨城 4

山口 8 埼玉 4

福井 4

山梨 4

岐阜 4

兵庫 4

広島 4
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注）各都道府県への投票数は、政令指定都市への投票を含む

「行ったことのある
．．．．．．．．

地域」ランキングでは、東京、大阪、京都、福岡をはじめ、日本へ

の直行便が就航し、交通アクセスのいい地域が、上位を占めています。釜山国際観光展の

アンケート集計結果では、釜山と距離的に近い九州の各地域がより上位に入っています。

鹿児島県は、釜山国際観光展で、20 位、日韓交流おまつりで 23位という結果でした。

一方、「行ってみたい
．．．．．．

地域」ランキングでは、北海道、沖縄が毎年上位を独占しています。

そのような中で、鹿児島県は、昨年度から大きくランクを上げています。釜山国際観光展

では 12 位（2013 年：20 位）、日韓交流おまつりでは 8 位（2013 年 18 位）となりました。

鹿児島県の関係者の皆様方の日頃の地道なＰＲ活動の成果ではないでしょうか？

２－２ Ａ４用紙アンケートの結果概要

Ａ４用紙アンケートは、釜山国際観光展及び日韓交流おまつり会場で各 400 名に対して、

１）釜山国際観光展

順位 都道府県 票数 順位
前年からの

順位変動 都道府県 票数 順位
前年からの

順位変動 都道府県 票数

1位 北海道 154 1位 → 北海道 155 1位 → 北海道 99

2位 沖縄 87 2位 → 沖縄 111 2位 → 沖縄 97

3位 東京 57 3位 → 東京 69 → 東京 50

4位 京都 56 4位 ↑ 大阪 68 ↑ 大阪 50

5位 福岡 44 5位 ↓ 京都 63 5位 → 京都 45

6位 大阪 42 6位 ↓ 福岡 48 6位 ↑ 青森 27

7位 神奈川 31 7位 ↑ 長崎 35 7位 ↓ 福岡 24

8位 愛知 26 8位 ↑ 千葉 30 8位 ↑ 鹿児島 17

青森 25 ↓ 神奈川 27 9位 ↑ 山梨 15

広島 25 ↓ 愛知 27 10位 ↑ 鳥取 14

11位 長崎 22 11位 ↓ 青森 24 ↑ 宮城 11

12位 鳥取 21 12位 ↑ 奈良 22 ↑ 兵庫 11

13位 千葉 20 13位 ↑ 兵庫 18 ↑ 秋田 10

静岡 19 14位 ↑ 宮崎 17 ↑ 宮崎 10

兵庫 19 15位 ↓ 鳥取 16 ↑ 長野 9

16位 宮城 16 16位 ↓ 静岡 15 ↑ 静岡 9

17位 鹿児島 15 17位 ↑ 新潟 14 ↓ 愛知 9

秋田 14 ↓ 広島 13 ↓ 長崎 9

埼玉 14 ↑ 熊本 13 ↑ 愛媛 8

20位 熊本 13 ↓ 鹿児島 13 ↓ 熊本 8

9位 9位

14位

18位
18位

3位

11位

13位

15位

19位

2012年度 2013年度 2014年度

２）日韓交流おまつり（ソウル）

アンケート調査の様子
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①旅行に関する情報入手方法、②体験してみたいこと、③宿泊先で重視すること、④特に

興味・関心のあること、⑤渡航回数、⑥日本の良い点、苦労した点等について調査しまし

た。アンケート結果のポイントは以下のとおりです。

（１）旅行に関する情報の入手手段

韓国人の多くが旅行情報の収集にインターネットを活用しています。特に若い世代の

活用率は極めて高く、パックツアーよりも個人旅行が増える傾向にあります。また、女

性や若い世代は口コミ情報を参考にする場合も多く、一方、高齢者は旅行会社に情報を

求めるケースが多いようです。

（２）日本で体験したいこと、重視すること

  観光名所を訪れることは当然ですが、温泉や旅館、祭りといった伝統文化の体験は

韓国人に人気の高い登山やトレッキングよりも関心が高いと言えます。また、目的地

へのアクセス（利便性）も旅行先を決める時の重要なポイントになるようです。

アンケート調査の様子

釜山国際観光展 日韓交流おまつり
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３ おわりに

そのほか、アンケートの回答を通じて、韓国人観光客誘致における日本の強みは、「温

泉」「日本食」だけではなく、「親切」「正直」「優しい」といった日本人の国民性とその

国民性に基づく快適なサービス（≒「おもてなし」の心）、清潔感に溢れ、「安全・安心」

といった治安の良さという点が評価されていることも分かりました。実際、日本への旅

行回数を調べたところ、3 回以上と答えた方が全体の３～４割を占め、日本の観光資源の

多様性を再認識しました。

今年 2015 年は、日韓国交正常化 50 周年という、両国にとって節目の年にあたります。

また、2018 年には韓国・平昌（ピョンチャン）で冬季オリンピックが、そして 2020 年に

は日本・東京で夏季オリンピックが開催されます。これらを起爆剤として両国の交流の

輪がますます広がることが期待されます。

釜山国際観光展 日韓交流おまつり

【（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､鹿児島県の海外派遣職員の方々のご協力をいただき､海外

から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

要望等をお待ちしております！！
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米国・ロサンゼルスにおける食品ミッション

参加募集の御案内

（公社）鹿児島県貿易協会及び日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター（ジェトロ鹿児島）は，米国・

ロサンゼルスにおいて食品ミッションを下記のとおり実施いたします。

本ミッションでは，現在志布志港からの混載コンテナを利用し県内食品事業者と取引のある日系スーパ

ーとの商談や同スーパーにおけるデモ販売，現地市場視察等を予定しております。皆様におかれましては，

米国市場を知り，今後の同市場への貴社商品の輸出戦略を検討するための情報を収集する上で絶好の機会

と存じます。この機会に是非御参加くださいますよう御案内申し上げます。

申込締切は平成２７年１月３０日（金）としております。皆様の御参加をお待ちしております。

※申込書様式は（http://www.kibc-jp.com/H26/oshirase/la.doc）よりダウンロードください。

◆ イベント名：米国・ロサンゼルス食品ミッション

◆ 主 催：鹿児島県，（公社）鹿児島県貿易協会

◆ 共   催：日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター（ジェトロ鹿児島）

◆ 日 程：2015年３月20日(金)～３月25日(水)

◆ 対 象：・米国日系スーパー（ニジヤマーケット）に取引実績のある県内企業でデモ販売や，商   

         品種類の拡充を図りたい県内企業

      ※既に米国への輸出実績がある，又は米国への販路拡大に関心のある県内企業で，米国  

       市場視察や上記スーパーとの商談を希望する県内企業がありましたら，調整します。

        （ただし，ニジヤマーケット側の都合により，希望に添えない場合もございます。）

（参     考） 現在ニジヤマーケットにおいて取引のある県産品例

       黒酢，緑茶，鰹節，菓子，漬物，水，醤油，干物など

重  要！： 取扱できない商材：青果物，生鮮物，肉類及び肉のエキスを使用した商品

      は，商談の対象となりませんので，御注意ください。

                アルコール類についても今回は市場調査や情報収集，関係者との情報交換のみに

       なります。以上あらかじめ御了承ください。

◆ 募 集 人 数：30名程度

応募が定員を超える場合，事務局で参加者を選定させていただきます。

◆ 企 画 内 容：・参加者説明会（ミッション参加者を対象に２月６日米国市場セミナー（仮称）を開催予定。

（予 定）         別途，本食品ミッションに係る事前説明会を実施予定。参加者決定後別途御連絡

します。）

        ・ジェトロ・ロサンゼルスによる米国食品市場ブリーフィング

・現地市場視察

・ニジヤマーケット視察，同社による事業展開に関するブリーフィング 等

参 加 費 用：お1人様 概ね３００，０００円程度 ※ 現時点での金額であり，企画内容，応募状況により変動する可能性がございます。

注）参加費用は旅行会社へお支払いすることとなります。

【上記費用に含まれるもの】

鹿児島～（羽田経由）ロサンゼルス（羽田経由）～鹿児島間の航空券代，燃油サーチャージ，空港税・

出入国税，保安料，航空保険，宿泊料金（一人部屋，朝食付），公式行程上の昼・夕食代，現地移動

費

※ 同伴者同室を御希望される場合は別途御相談ください

【上記費用に含まれないもの（お客様御自身でお支払いいただくもの）】

鹿児島の御自宅⇔鹿児島空港の移動経費，パスポート等申請費用，任意保険料，公式行程以外の交通

費，その他一切の個人的費用

◆ 保 険 等：予定しているスケジュール期間内及びその前後を通じて発生した傷病，事故，盗難等の

いかなる損害についても，主催者は一切の責任を負いかねます。不測の事態に備え，参

加者御自身の責任により旅行保険等に御加入いただきますようお願いします。
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◆ 事業の中止等：以下の場合，主催者は参加申込み受領後であっても，当スケジュールの一部又は全部

を変更または中止することがあります。

(1) 天災，交通機関の乱れ，現地の政情その他主催者の責任に帰する事のできない事由によりｽ

ｹｼﾞｭｰﾙの一部又は全部を中止せざるを得ない場合，お支払いいただいた参加費用等の諸

経費について，主催者がキャンセル料その他の経費・損害を補填することはいたしません。

(2) お申込みを受け付け後，参加者名簿は（公社）鹿児島県貿易協会よりジェトロ及び旅行会社

宛に提供いたします。その後，同旅行会社より入金方法やキャンセル料等の詳細を御参加の

皆様に御連絡させていただきます。

(3) お申込みいただいた内容が本事業の趣旨にそぐわないと考えられる場合は，内容確認の上，

お断りする場合がございます。

◆ お申込み方法：上記御一読の上，別添の参加申込書に御記入いただき平成２７年１月３０日（金）ま

でに鹿児島県貿易協会あて，E-mail（kibc1@kibc-jp.com）又はＦＡＸ（099-251-8483）
にてお申込みください。提出資料の管理や今後の事務のやりとりのため，可能な限り

E-mailを御利用ください。

お問い合わせ先

旅行の手配，ミッション

内容に関する御質問

（公社）鹿児島県貿易協会事務局

担当：橋口，地福 TEL：099-286-3053

トップツアー(株)鹿児島支店

担当：大山 TEL：099-257-0109

ブリーフィング，視察内

容に関する御質問

日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター

（ジェトロ鹿児島）

担当：城倉  TEL：099-226-9156

【スケジュール（予定）】

月日 現地時間 内容 食事 宿泊先

3/20（金）

18:00 鹿児島空港 集合

朝：機内

昼：機内

夕：○

ダブルツリーバイヒル

トントーランス（予定）

19:40 鹿児島空港 発（NH630）

21:15 羽田空港 着

00:05 羽田空港 発（NH1006）【9時間55分】

17:55 ロサンゼルス空港 着

3/21（土） ニジヤマーケット「鹿児島フェア」（デモ販売）

                    夕食

朝：○

昼：○

夕：○

ダブルツリーバイヒル

トントーランス（予定）

3/22（日）
ニジヤマーケット「鹿児島フェア」（デモ販売）

             夕食

朝：○

昼：○

夕：○

ダブルツリーバイヒル

トントーランス（予定）

3/23（月）

ロサンゼルス市内等 視察

（ロングビーチ港湾施設，HACCP対応水産処理加工場）

ロサンゼルス空港 着

朝：○

昼：○

夕：各自

未定

3/24（火）

01:20 ロサンゼルス空港 発（NH1005）【12時間10分】 朝：機内

昼：－

夕：－

未定

3/25（水）

05:00 羽田空港 着
朝：各自

06:35 羽田空港 発（NH619）

08:30 鹿児島空港 着

上記スケジュールは現時点での予定であり，先方の都合により変更される可能性があることを予め御了承

ください。
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個別に帰国日をずらす等の調整には追加料金が発生します。また，お申込みをいただいた時点にて，上記スケジュール通りの航空券等手配が

できない場合，代案を御提示させていただく可能性があることを予め御了承ください。

○ ミッション参加の条件

デモ販売については，現在店頭で取り扱っている商品を基本としますが，詳細については，今後ニ

ジヤマーケットと協議を行います。

○ その他

① 参加企業（者・社）は，後日配布する「アンケート調査」を指定の日までに提出してください。

② 今後の貿易促進のあり方を検討するため，定期的にその後の経過をお尋ねすることがありますの

で御協力ください。
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Information

ジェトロ鹿児島（担当：城倉、嶽釜）

Tel：099-226-9156　Fax：099-222-8389

E-mail：kag@jetro.go.jp.

Tel：03-3582-5546　Fax：03-3582-7378　　 

ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：小松、長谷川、篠田）

E-mail：afb-foodtaipei@jetro.go.jp.

「FOOD TAIPEI 2015」ジャパン・パビリオン出展募集のご案内

お問い合わせ

「農林水産物・食品」輸出ノウハウ・セミナー

お問い合わせ

本セミナーでは食品貿易に関する基礎から実践までしっかり理解できる内容となっております
ので、輸出初級者の方はもちろん、既に輸出実務に従事されている方にも、復習を兼ねた講座と
して最適です。

【開催概要】
日時：＜1日目＞1月29日（木）9：30～16：30（昼休憩：13：00～14：00）

＜2日目＞1月30日（金）9：30～16：00（昼休憩：12：30～13：30）
場所：ソフトプラザかごしま2階 展示会議室1（鹿児島市名山町9番15号）
主催・共催：鹿児島市（予定）、ジェトロ鹿児島
後援：（公社）鹿児島県貿易協会
定員：20名程度（先着順）
参加費：無料
申込締切：1月22日（木）
●テーマ
「これだけは知っておきたい食品貿易実務と取引交渉のグループワーク演習」
＜1日目＞（2015年1月29日）9:30～10:00「なぜ今輸出なのか」
＜2日目＞（2015年1月30日）9:30～16:00「貿易取引交渉ノウハウを1日で養成するためのRole 
Playing」
（Group Workのゲーム感覚で学ぶ実践貿易交渉演習プログラム）
申込はこちらから（http://www.jetro.go.jp/events/item/20141224559/）

ジェトロでは農林水産物・食品の輸出拡大をめざし、台湾・台北市で開催される台湾最大級の食品

見本市「FOOD TAIPEI 2015」にジャパン・パビリオンを出展します。 台湾市場への農林水産物・

食品の販路開拓をめざす皆様にとって効果的な見本市ですので、是非、ジャパン・パビリオンへの

出品をご検討下さい。

【開催概要】

会期：2015年6月24日（水）～27日（土）

会場：台北世界貿易センター南港展示ホール他のサイトへ

[ジャパン・パビリオン概要]

＜募集小間数＞

60小間（1小間：9平米）（予定）

＜出品内容＞

台湾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および日本国内で生産された

他国産原料を使用した加工品。

参加費 一般：75,000円 会員：67,500円 ※ジェトロ・メンバーズ・農林水産情報研究会

（補助なし） 一般：225,000円 会員：202,500円 ※ジェトロ・メンバーズ・農林水産情報研究会

申込締切：1月29日（木曜）17時00分 ※応募書類必着

詳細は下記をご覧ください。
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E-mail：fuk@jetro.go.jp

ジェトロ福岡（担当：内田、笠原）

Information

Tel：03-3582-5546　Fax：03-3582-7378 

ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：島瀬、河浦）

E-mail：afb-se_global@jetro.go.jp.

Tel：092-741-8783　Fax：092-714-0709

水産専門見本市「Seafood Expo Global 2015」ジャパン・パビリオン

世界三大水産見本市の一つでもある本見本市は、70カ国以上から1,700以上の出展者が参加する世界

最大級の水産専門見本市であり、欧州市場開拓をめざすわが国企業にとって最も効果的な見本市です。

この機会に是非、ジャパン・パビリオンへの出品をご検討下さい。

【開催概要】

会期：4月21日（火）～23日（木）

開催地：ベルギー・ブリュッセル

会場：Brussels Expo 

［ジャパン・パビリオン概要］

主催：ジェトロ

募集小間数：8小間（1小間：約9平米（予定））

※必ずしも小間割形式とは限りません。

申込締切：1月21日（水）※応募書類必着

出品内容：EUで販売可能な日本産の水産品、日本産原料を使用した水産加工品、及び他国産原料を

使用し日本国内で加工した水産加工品等。

出品料 ：通常出品料250,000円 割引料金225,000円 ※ジェトロ・メンバーズ、農林水産情報研究会

補助なしの出品料：750,000円 割引料金675,000円 ※ジェトロ・メンバーズ、農林水産情報研究会

お問い合わせ

お問い合わせ

「畜産物輸出商談会」 in 九州（宮崎）

ジェトロ福岡では、2015年3月の「FOODEX JAPAN 2015」に合わせ、日本産食材の輸入に強い

関心をもつ海外バイヤーを招き、海外販路開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象とする

畜産加工品の輸出商談会を、宮崎市内で開催します。世界各国・地域からバイヤーが集まる機

会ですので、畜産加工品の海外販路拡大をお考えの皆様は、是非、本商談会にご参加下さい。

【開催概要】

日時：3月9日（月）10：00～16：50

会場：ニューウェルシティ宮崎（宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8）

商談先（海外バイヤー）：マカオ、フィリピン、タイの日本食品関連企業

（商社・外食産業・卸売業等）3社。

参加費：無

定員：20社・団体

申込締切：1月16日（金）17：00 ※締切厳守

詳細、申込方法等につきましては下記をご参照ください。

http://www.jetro.go.jp/events/item/20141215701/
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Email:info@kibc-jp.com

TEL：03-4589-3020　

Email：e-commerce@smrj.go.jp

TEL：099-251-88484　FAX：099-251-8483

Information

中小企業基盤整備機構　eコマースセミナー運営事務局

(公社）鹿児島県貿易協会　担当：肥後

お問い合わせ

お問い合わせ

EU バイヤー招聘商談会参加企業募集のご案内

九州貿易振興協議会では、EU から食品、酒類等を扱う有力バイヤーを九州へ招聘し、九州・
山口各県企業等との商談会を開催します。 自社製品の売り込み、海外市場開拓の足掛かりを
得る絶好の機会です。この機会にぜひ奮ってご参加ください。

【開催概要】
日時：2月18日（水）10:00～18:00（時間は未定）
場所：鹿児島サンロイヤルホテル １F エトワールの間
※商談会終了後、バイヤーとの懇親会を予定。（参加費 3,000 円／名）
参加費用：無料（※商談資料・サンプルの準備・持ち込み等にかかる費用、商談会場まで
の交通費を含む旅費等については、各自負担）
募集対象：九州・山口県内の食品（酒類含む）メーカー・商社など
招聘バイヤー：8社（イギリス、フランス、スペイン：小売り・輸入卸業等）

★詳細及びお申込は下記までご連絡ください。

セミナー前半では越境ECを進めるにあたってのポイントを簡単なワークを交えながらお伝えし、セミナー
後半では世界第2位中国EC市場の最新情報、中国で売るためのノウハウをわかりやすくご説明します。
質疑応答の時間もたっぷり設けていますので、越境ECについて検討されている方はぜひご参加ください。

【開催概要】
日時：1月23日（金）13:30～16:30（13:00受付開始）
場所：サンプラザ天文館２階Ｅ－５
主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構
定員：50名（先着順）
参加費：無料

対象者：●越境ECの進め方について知りたい方
●最新中国のEC市場について知りたい方
●海外へネットを使って販路拡大を考えている方

★詳細・お申込みはこちら
http://ec.smrj.go.jp/schedule/e090018.html

125兆円の海外EC市場へ販路を拡大「越境EC入門セミナー」
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http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/44488

2月5日（木）～2月
6日（金）
パシフィコ横浜

◇第19回 「震災対策技術展」横浜
【防災、警備、消防、防衛、公共施設用機
器、備品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The19th_44526

2月10日（火）～2
月12日（木）
東京ビッグサイト

◇第49回スーパーマーケット・トレードショー
2015【店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The49th_44667

Information

開催期間 見本市名 URL

2月4日（水）～2月
6日（金）
東京ビッグサイト

◇第79回東京インターナショナル・ギフト・
ショー春 2015
【ギフト用品、手工芸品、販促用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TIGS_44786

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FOODEXJAPAN_44384

2月4日（水）～2月
6日（金）
インテックス大阪

◇第5回 関西 医療機器 開発・製造展
（MEDIX関西）【医療・病院用機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEDIXOsaka_40987

2月4日（水）～2月
6日（金）
パシフィコ横浜

◇テクニカルショウヨコハマ2015（第36回工
業技術見本市）【生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TechnicalShow_43812

2月17日（火）～2
月20日（金）
東京 ビックサイト

◇第1回外客対応・対策EXPO
【海外客向け多言語対応サービスアイテム】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GaikyakuExpo_44382

2月19日（木）～2
月20日（金）
ATCアジア太平洋
トレードセンター

◇第8回 アグリフードEXPO 大阪 2015
【食・飲料・食品加工】

3月10日（火）
東京国際フォーラ
ム展示ホール

◇第24回加工・業務用野菜産地と実需者と
の交流会【国産野菜、野菜加工品等】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/44527

3月3日（火）～3月
6日（金）
幕張メッセ

◇中小企業総合展 in FOODEX JAPAN
【食品容器、食品包装資材】

3月13日（金）～3
月15日（日）
幕張メッセ

◇第15回 JAPANドラッグストアショー
【医薬品（OTC）、医薬用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanDrugstore_44498

見本市情報

～国内開催見本市～
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3月7日（土）～3月
10日（火）
中国 / 北京

◇The 20th China International Expo for
Auto Electronics, Accessories,
　Tuning & Care Products
【自動車（備品・製造）、自動車補修・サービ
ス用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIAACE_44123

3月9日（月）～3月
11日（水）
広州 / 中国

◇The 22nd China International Exhibition on
Packaging Machinery & Materials【食品・飲
料用包装機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SinoPack2015_43157

3月8日（日）～3月
10日（火）
ニューヨーク / 米
国

◇International Restaurant & Foodservice
Show of New York
【フードサービス関連製品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/NYRestaurant_45656

3月7日（土）～3月
10日（火）
米国 / シカゴ

◇International Home + Housewares Show
2015【家庭用品、食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/InternationalHome_42714

3月10日（火）～3
月14日（土）
サンパウロ / ブラ
ジル

◇FEICON BATIMAT 2015【建設･設備
機器、重機】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FEICONBATIMAT_43530

3月10日（火）～3
月14日（土）
ニューデリー / イ
ンド

◇30th Aahar International Food and
Hospitality Fair 2015【食品、食材】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AAHAR2015_45569

3月2日（月）～3月
5日（木）
スペイン / バルセ
ロナ

◇Mobile World Congress【通信、情報処理】

3月4日（水）～3月
8日（日）
ドイツ / ベルリン

◇ITB BERLIN-The World's Leading Travel
Trade Show【観光・旅行、ホテル】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ITBBERLIN_43802

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MWC_44650

開催期間

3月15日（日）～3
月17日（火）
デュッセルドルフ /
ドイツ

◇ProWein - International Trade Fair Wines
and Spirits【アルコール飲料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProWein2015_43424

2月21日（土）～3
月1日（日）
フランス / パリ

◇International Exhibition of Agriculture【農
林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SIA_44715

見本市名 URL

～海外開催見本市～

見本市情報

-14-



－TRADEINQUIRY(海外引合情報）－

No. 会社名 WebPage Email 商材

1

VANTAGE GLORY
CHAIN CO.,LTD.

http://www.iofeel.com sales@iofeel.com Anti-aging skincare products

2

ROYI SAL
CO.,LTD.

http://www.royisal.com enewsletter.royisal@gmail.com Jewelry(gold,silver,fashion,body,crystal)

3
YOO LIM CO.,LTD. http://www.yoolimsilver.com newproduct@yoolim.co.th Silver Jewelry

4

Alpha Food and
Product
Co.,Ltd.(Thailand

http://www.alphafnp.com info@alphafnp.com Pineaaple,Fruit Cocktail,Sweet Corn,Baby
Corn,Coconut Milk/Cream,Mix
Vegetable,Bamboo Shoot,Frozen
Food&Vegetable,Thai Sauce,Paste,Ready-to-
eat Meals,Noodles,Thai Rice,Jasmine Rice

5
ASTA FOAM AND
RUBBERS
CO.,LTD.

http://www.astafoam.com astafoam@hotmail.com Foam Rubber Products

6

CHA-LOM
CO.,LTD.

http://www.cha-lom.com thanatip@chalom.co.th Garment(T-shirts,polo-shirts)Hat,Cap,Dress，
Woven shirtrs,Underwear,Belt,Bag,Swimwear

7
THE NAGA
HOLDING CO.,LTD.

thenagaholdingltd@gmail.com Fruit Wine,Natural Mineral Water

8
DOKFAI THAI
HERITAGE
CO.,LTD.

http://www.facebook.com/weeping
wl

info.dokfai@gmail.com Promotional Goods,Handbags,Acccessories

9
KRUNGSIAM
BEVERAGE
CO.,LTD.

http://www.ksbbev.com salesksb@ksbbev.com Tropical Fruit Juice

10
KUSAMAI
BAMBOO CO.,
LTD.

www.kusamai.com info@kusamai.com Tableware,Kitchenware,Disposable
BambooProducts

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（2014.11月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 日経ビジネス　No.1767 日経BP社 2014/11/21

2 日本貿易会月報　No.730 一般社団法人日本貿易会 2014/11/25

3 TSR情報　No.2516 東京商工リサーチ 2014/11/27

4
ジェトロ　アグロトレード　ハンドブック２０１
４

農林水産・食品調査課 2014/11/27

5 日経ビジネス　No.1768 日経BP社 2014/12/01

6 台湾情報誌　交流　vol.884 公益財団法人　交流協会 2014/12/01

7
スマートコミュニティ　vol.4
-自治体インフラのスマートネットワーク構想-

米盛　康正 2014/12/02

8 TSR情報　No.2517 東京商工リサーチ 2014/12/04

9 商工金融金融　2014/11月号 一般財団法人　商工総合研究所 2014/12/04

10 月刊　グローバル経営　No.384 一般社団法人　日本在外企業協会 2014/12/08

11 日経ビジネス　No.1769 日経BP社 2014/12/08

12 AFCフォーラム　12月号
日本政策金融公庫　農林水産事業本
部

2014/12/09

13 TSR情報　No.2518 東京商工リサーチ 2014/12/11

14 ジェトロセンサー　1月号 日本貿易振興機構 2014/12/11

15 日経ビジネス　No.1770 日経BP社 2014/12/15

16 KER 12月号　経済情報 株式会社　鹿児島経済研究所 2014/12/18

17 アジ研　ワールド・トレンド　1月号 アジア経済研究所 2014/12/18

18 日本の専門見本市　2015-2016 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2014/12/18

19 TRADE FAIRS IN JAPAN 2015-2016 Japan External Trade Organization 2014/12/18

20 TSR情報　No.2519 東京商工リサーチ 2014/12/18

ライブラリー近着図書(H26.11.21～H26.12.20)

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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－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 27 年 1 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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アイエス通訳システムズ

翻訳・通訳サービスを承ります（貿易協会会員は特別割引があります。）

海外への手紙、契約書の翻訳や通訳についてお気軽にお問合せ下さい。

＊＊この他、通訳業務も行っています＊＊

詳しくは、下記へお問い合わせください。

〒892-0824 鹿児島市堀江町 19-6 協栄ビル 2F TEL：099-227-5173 FAX：099-227-2767

《メーリングリストのお知らせ》

当協会では、貿易情報を迅速に提供・交換するためインターネットを使ったメーリン

グリスト（以下「ML」という）を開設しています。

MLとは、リストに参加している全員に同一のメールを同時に一斉配信するインター

ネットの機能です。

貿易協会からは、貿易相談の案内やセミナー・イベントなどの最新情報等を随時発信

しているほか、参加企業・団体からのイベントなどの情報発信も行われています。

参加登録は随時受け付けております。関心のある方は事務局までご連絡ください。

参加者D

参加者 C

参加者 B

参加者 A

メーリングリストに登録されている A,B,C,D
のうち①A がメーリングリストにメールを送

ったとすると、②参加者(A,B,C,D)全員に同じ

メールが配送されます。

メーリングリストのソフトが

起動しているサーバー

①

②

②

②

②
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