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Information

KOTRA韓国貿易ｾﾝﾀｰ(福岡) 担当：宗像（むなかた）

TEL：092-473-2005  FAX:092-473-2007

Email：munakata@kotra.or.jp

TEL：03-3988-2791  FAX：03-3988-1629 

対日ビジネス交流支援部 (担当：鈴木)

途上国商品輸入ビジネス支援セミナーのご案内

お問い合わせ

2015Global TransportTech出展企業募集のご案内

お問い合わせ

～韓国を代表する国際輸送機械部品産業展が今年も開催～

【開催概要】
日時：6月4日(木）～5日(金）
会場：韓国・仁川(ｲﾝﾁｮﾝ）松島ｺﾝﾍﾞﾝｼｱ展示場
規模：展示ﾌﾞｰｽ160社180ﾌﾞｰｽ、海外バイヤー250社300人を予定
商談品目：自動車、重機、農機具、鉄道、航空機、船舶用品など
参加費用：①商談会参加/展示会参観 無料（※要事前申込）

②出展 ブース形式により異なりますので、詳細はお問合せください。
申込締切：①4月24日（金）

②ブースが無くなり次第終了。
詳細は下記URLをご覧ください。
http://kotra.or.jp/12218.html

食料品の輸入経験が豊富なミプロ貿易アドバイザーも加え、途上国輸入ビジネスを始めようとしている

人、販路開拓に悩んでいる人、あるいは食料品の輸入を手掛けようとしている人等の疑問などに応える

セミナーです。※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：3月19日（木）13:30～16:00  

[内容] 第1部 「食料品の小口輸入の進め方」

[講師] ミプロ貿易投資アドバイザー 石川康秀

第2部 「フィリピンからココナッツオイル製品を輸入する」

[講師] ㈱ココウェル 代表取締役社長 水井 裕 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

主催等：（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）

※申込書は下記よりダウンロードのうえお申込みください。

http://www.mipro.or.jp/Event/touroku/id/441
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タイ国政府貿易センタ－ 福岡

Email:ttcfkk@thaitrade.jp

TEL：06－6944－6411

Email：sun@osaka.cci.or.jp

大阪商工会議所　国際部　孫(そん)

Information

TEL：(092) 751-6311　FAX：092-751-6522

第39回バンコク国際ギフトフェア2015事前入場登録のご案内

ギフトと家庭用品の2つの分野が同時開催される本フェアはタイ国及び全世界より多くのバイヤー

が訪れる、必見のイベントです。

【開催概要】

日程：①商談日 4月19日(日)～21日(火) 10：00～18：00

②一般公開日 4月22日(水)～23日(木)10：00～21：00

会場：バンコク国際貿易展示場（BITEC）

出展内容：アートフラワー・プラント、ポプリ、クリスマス用品、装飾品、キャンドル、ギフト、

インテリア雑貨、ハンディクラフト、ホームテキスタイル、布製雑貨、家庭用品、玩具・ゲーム、

文具、その他

出展企業：タイ国内外の関係企業約600社/1,620ブース（見込み）

*前回開催時（2014年10月）出展企業リスト http://oct2014.bigandbih.com/

オフィシャルホテル-フェア会場BITEC間無料シャトルバス運行予定

入場料：無料（要入場登録）

お問い合わせ

お問い合わせ

特定原産地証明書(EPA/FTA)取得への道

今回、企業の実務担当者が「イメージしやすく身近に感じられる」ことを最優先課題として、

特定原産地証明書取得までの考え方や流れ等を解説します。協定の堅苦しさを前にして心が折れ

そうな方にお奨めです。

【開催概要】

日時：3月13日（金） 9：30～12：30(開場 9：00)

場所：大阪商工会議所

対象：全対象向け (※現場の実務担当者など。コンサルティングや相談対応等を業務とされる

方はご遠慮下さい) 

参加費：大阪商工会議所会員：無料

その他：5,000円

～内容～

【つかむ１】「EPA/FTAの概略と制度の基本イメージをつかむ」（仮題）約90分

【つかむ２】「実務の注意点を掴む ～手続きの流れとつまずきどころ～」（仮題）約60分

【つかむ３】「WEB手続画面の操作方法をつかむ」（仮題）約30分

講師:全て大阪商工会議所国際部担当者（日本商工会議所大阪事務所審査担当者）

定員：60名（申込先着順）

対象

①特定原産地証明書取得に直接関わるご担当者(未経験、経験浅)

②特定原産地証明書の取得を検討されている企業のご担当者

③EPA/FTA」と客先から言われて困っている方など
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E-mail：okano@japanchina.jp

TEL：03-5470-2375　FAX：03-5470-2376

Information

(一社)日中経済貿易センター経済交流部 岡野・高橋

(独）中小企業基盤整備機構　販路支援部　販路支援課　打田／横田

E-mail:international@smrj.go.jp

TEL：06-4704-2511　FAX：06-4704-2512お問い合わせ

お問い合わせ

日・ASEAN商談会＆交流会参加募集のご案内

～ASEAN地域企業とのビジネスをはじめる絶好のチャンス！～
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。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。

【プログラム概要】
＜東京会場1＞
日時：3月9日(月) [セミナー] 9：45～12:00(9:15開場)    

[商談会] 13:00～18:15(12:30開場)    
場所：JPタワー ホール＆カンファレンス4階ホール
＜東京会場2＞《追加商談会》
※3月9日の商談枠が定員に達した場合に設定します。
商談会2日目：3月10日(火) 9：00～15:00(8:30受付開始)    
商談会3日目：3月11日(水) 9：00～15:00(8:30受付開始)    
場所：東京ガーデンパレス
＜大阪会場＞
日時：3月12日(木) [セミナー] 9:45～12:00(9時15分開場)   

[商談会]13:00～18:15(12時30分開場)
場所：グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル
※詳細URL：http://www.smrj.go.jp/ceo/asean/index.html

～中国での労災「想定外」の事態に備える為に～
中国の労災規定や認定の仕組み等について講演。中国駐在者、人事・法務・海外事業関係者向けです。

【開催概要】
日時：3月10日(火) 14：30～16：30(14：00開場) 
会場：日中経済貿易センター 多目的室
講師：法円坂法律事務所 弁護士 中島 宏治 氏
参加費：日中経済貿易センター会員企業 無料

JCCNETご利用者・後援団体会員企業 2,000円
上記以外の企業・団体関係者 5,000円

※全て消費税込。当日、会場にて申し受けます。
定員：10名
主催：(一社)日中経済貿易センター
◇申込書は下記よりダウンロードください。
http://www.ibpcosaka.or.jp/network/event/2015/150310_seminar.pdf

「これからの対中事業のリスクマネジメント2」のご案内
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Email:munakata@kotra.or.jp

E-mail：kag@jetro.go.jp

TEL：099-226-9156　FAX：099-222-8389

ジェトロ鹿児島（担当：城倉、嶽釜）

Information

韓国貿易センター福岡　担当：宗像（むなかた）

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

お問い合わせ

SEOULFOOD2015参観・参加募集のご案内

「農林水産・食品」輸出商談スキルセミナーのご案内

アジア屈指の国際食品産業展示会が今年も開催！

【開催概要】

日時：5月12日(火)～15日(金)

会場：韓国ソウルKINTEX展示場

規模：1,500社

展示品目：食品機器展，包装機器展，ホテル＆レストラン機器展，農畜水産物＆加工食品展

食品素材＆添加物展，健康機能＆有機能展，デザート＆飲料展

申込締切：展示会参観 4月15日

商談会参加 3月18日

参加特典：参加費無料，宿泊費支援，航空費支援，商談会通訳（詳細はお問い合わせください）

※詳細URL：http://kotra.or.jp/12293.html

農林水産物・食品の輸出商談の準備や取り引きを進めるノウハウ、輸出を成功させるポイント

や課題、輸出規制の確認方法等についてご紹介。 農林水産物・食品の輸出および商談スキルの

向上をめざす事業者の皆様、とりわけ3月20日～25日の｢米国（ロサンゼルス）食品ミッション｣

に参加予定の皆様、および来年度のタイ・香港・台湾等での海外展示会出展を予定もしくは検討

されている皆様は、是非、本セミナーにご参加下さい。

【開催概要】

日時：3月13日（金） 14：00～16：30

場所：鹿児島サンロイヤルホテル 3階 嵐山

内容：効果的な商談準備と事後対応

シチュエーション別 海外輸出規制の調べ方

講師：ジェトロ農林水産・食品部アドバイザー 村山 貢

主催：ジェトロ鹿児島

後援：公益社団法人鹿児島県貿易協会

参加費：無料

定員：30名 （先着順）

申込締切：3月10日（火）

※申込書は下記よりダウンロードください。

http://www.jetro.go.jp/events/item/20150219581/
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4月15日(水)～
4月17日(金）
東京ビッグサイト

第2回ハラールマーケットフェア
【食品、食材】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanHalal_45154

5月2日(土）～
5月6日(水）
西日本総合展示
場

西日本インポートフェア＆食メッセ2015
【輸入品、食品加工】

5月19日(火)～
5月21日(木)
インテックス大阪

外食ビジネスウィーク2015第8回ラーメン産
業展
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KANSAIGAISYOKU_44602

3月20日（金）～
3月22日（日）東京
ビッグサイト

◇AnimeJapan 2015
【映像、玩具】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AnimeJapan2015_44870

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WESTJAPAN_44598

3月20日（金）～
3月22日（日）イン
テックス大阪

◇第31回 大阪モーターサイクルショー2015
【自動二輪車（部品含む）】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/31stOSAKA_44561

3月26日（木）～
3月28日（土）日本
大学理工学部船
橋キャンパス

◇日本化学会 第95春季年会 (2015) 付設展
示会
【化学、精密・測定・試験機器】

◇日本化学会 第95春季年会 (2015) 付設展
示会

4月10日(金）～
4月12日(日）
幕張メッセ

第25回2015日本フラワー＆ガーデンショウ
【生活雑貨、フローラル商品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/25thJAPAN_44731

4月15日(水）～
4月18日(土）
東京ビッグサイト

INTERMOLD2015（第26回金型加工技術展)
【工作機械、金属加工】

Information

開催期間 見本市名 URL

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERMOLD2015_44518

3月27日（金）～
3月29日（日）岡山
大学津島キャンパ
ス

◇日本農芸化学会 度大会 附設展示会
【農林水産、精密・測定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AnnualMeeting_44466

3月28日（土）～
3月29日（日）アク
セスサッポロ

◇住宅リフォームフェア2015 in 札幌
【建築・建設】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HousingReform_44705

見本市情報

～国内開催見本市～
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6月11日(木）～
6月13日(土）
クアラルンプール/
マレーシア

MIFB2015
【飲料、食品・健康食品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIFB2015_44191

4月16日（木）～
4月18日（土）中国
/ 北京

◇18th China International Healthcare &
Recovery and Gerontic
　Products Exhibition【福祉・介護、ヘルスケ
ア、フィットネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/18thChina_43084

見本市名 URL開催期間

4月18日（土）～
4月23日（木）米国
/ ハイポイント

◇High Point Market
【家具・インテリア用品、照明】

4月21日（火）～
4月23日（木）ベル
ギー / ブラッセル

◇Seafood Expo Global
【農林水産、食・食品加工、包装、物流】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SeafoodExpo_45485

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HPMKT_45590

6月9日(火)～
6月11日（木）
マレーシア/ペナン

NEPCONMalaysia2015
【機械・工業技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/NEPCONMalaysia_44189

6月10日(水）～
6月12日(金）
ドイツ/ミュンヘン

IntersolarEurope
【太陽光発電装置・部品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IntersolarEurope_43825

4月27日（月）～
4月30日（木）中国
/ 香港

◇30th Hong Kong Gifts & Premium Fair
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、家庭用
品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/30thHong_43993

6月3日(水）～
6月6日(土）
タイ/バンコク

TahiＷａｔｅｒExpo2015
【ミネラルウォーター】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ThaiWater_44996

6月3日(水)～
6月4日(木)
イギリス/チェルト
ナム

TheFoodandDrinkTradeShow
【食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TheFood_43788

4月29日（水）～
5月10日（日）フラ
ンス / パリ

◇Foire de Paris
【観光、スポーツ、手工芸品、食・飲料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Foirede_45624

～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
担当者名

(役職）
URL Email 商材

1

A&B EXPORT
TRADING
LTD.,PART.

MS. PAWEENA
DILOKWIWAT

 ab.export-
trading@hotmail.com

Green Tea,Balck Tea,
Bottles,Containers
(Cosmetic, Plastic)

2

INTEGRITY MIND
CO.,LTD.

KHUN ATHIPAT
VICHARA-ANONT
（ MANAGER）

athipat.v@hotmail.com  Tropical Fruits,
Thai food,snack,
dessert,Garment,
Socks

3

I-SIAM TRADING
CO., LTD.

Ms. KANOKPORN
CHAMPATHIP
(INTER-TRADE
DIRECTOR）

http://www.i-
siamtrading.com

kanokporn@i-
siamtrading.com

Fresh Fruit,Vegetable,
Scallop, Foodstuff,
Pallet Aluminum

4

SHINE FORTH
CO.,LTD.

MR. SURASAK
SUTHITHANAMAS
（MARKETING
EXECUTIVE）

http://www.fruitc
ellar.net

surasak@fruitcellar.net   Fresh Banana

5

SIAM DESIGN
FOCUS

MS. SUNART W. yoohoo3@gmail.com Fashion Accessories

6

SIN THAI IMPORT
& EXPORT
CO.,LTD.

MR. JEERADET
JIRAVARAPHAN
（MARKETING
DIRECTOR）

http://www.wear
menatural.com

ple555@hotmail.com Handmade natural color dyed scarf,cloth

7

 THAI UNION
MANUFACTURING
CO.,LTD.

KHUN VORANUN
SUWANPIDOKKUL
( MARKETING
DEPARTMENT)

voranun_su@thaiunion.c
o.th

Canned Tuna,
Ready-to-eat food

8

WANGSUKJAI
EXPORT CO.,LTD.

Khun Kittisup
Wichitphan
(SALES MANAGER
)

https://www.face
book.com/wangsu
kjaigarden?_rdr

wangsukjuai.export@gma
il.com

 Mangosteen

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://ditp.go.th/japan/main.php?filename=index   e-mail:ttcfkk@thaitrade.jp

http://ditp.go.th/japan/ewt_news.php?nid=152

※タイ国輸出企業からの引き合い最新情報のお知らせです。
 （タイ国政府商務省国際貿易振興局(DITP)登録企業以外の場合があります）
 掲載内容については、各社より提供のあった通りの内容です。
 製品・価格等の詳細につきましては各企業まで直接お問い合せ下さい。

タイ国からの輸出希望企業リスト（2015.2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　2月号 財界九州社 2015/01/21

2 2015 KER 経済年鑑 株式会社　鹿児島経済研究所 2015/01/22

3 TSR情報　No.2523 東京商工リサーチ 2015/01/23

4 日経ビジネス　No.1776 日経BP社 2015/01/23

5 日本貿易会月報　No.732 一般社団法人日本貿易会 2015/01/27

6 TSR情報　No.2524 東京商工リサーチ 2015/01/29

7 台湾情報誌　交流　vol.886 公益財団法人　交流協会 2015/01/30

8 台湾の経済　DATA　BOOK　2014 公益財団法人　交流協会 2015/01/30

9 日経ビジネス　No.1777 日経BP社 2015/01/30

10 2015　駐日韓国企業総覧
駐日韓国企業連合会（KOBA）
韓国貿易協会　東京支部（KITA)

2015/02/02

11
ミャンマービジネスガイドブック（2013-
2014）

ヤンゴン日本人商工会議所（JCCY） 2015/02/02

12 商工金融　2015年1月号 一般財団法人　商工総合研究所 2015/02/02

13 AFCフォーラム　2月号 日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2015/02/03

14 会報　2015新春号
一般財団法人　九州地域産業活性化セン
ター

2015/02/05

15 TSR情報　No.2525 東京商工リサーチ 2015/02/05

16
Major companies of Asia and Australasia
2011(Vol.1)

CENGAGE Learning 2015/02/06

17
Major companies of Asia and Australasia
2011(Vol.2)

CENGAGE Learning 2015/02/06

18
Major companies of Asia and Australasia
2011(Vol.3)

CENGAGE Learning 2015/02/06

19
Major companies of Asia and Australasia
2011(Vol.4)

CENGAGE Learning 2015/02/06

20 国際物流業者要覧 オーシャンコマース 2015/02/06

ライブラリー近着図書(H27.1.21～H27.2.20)

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。
※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(H27.1.21～H27.2.20)

21 日経ビジネス　No.1778 日経BP社 2015/02/06

22 ジェトロセンサー3月号 日本貿易振興機構 2015/02/12

23
欧州債務危機はどのような影響をもたらし
たのか

日本貿易振興機構 2015/02/12

24 日経ビジネス　No.1779 日経BP社 2015/02/16

25 タイ経済の基礎知識 ジェトロ 2015/02/16

26 ジェトロ貿易ハンドブック2015 ジェトロ 2015/02/16

27 アジ研　ワールド・トレンド　3月号 アジア経済研究所 2015/02/19

28 TSR情報　No.2527 東京商工リサーチ 2015/02/19

29 日経ビジネス　No.1780 日経BP社 2015/02/20

30 財界九州　3月号 財界九州社 2015/02/20
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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!! ＊＊＊

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 3 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，中国，韓国，フィリピンとの間に４航路

週１２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。

申請区分

輸出貨物…10,000円(1TEUにつき)

（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・フィリピンへの外貿コンテナ航路と，

神戸トランシップによる国際フィーダー航路が就航しており，アジアをはじめ，北米，豪州，

欧州等世界各国と結ばれています。 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/

【新規利用】

輸出貨物…1,000円(1TEUにつき)

・増加貨物に対して助成

(比較対照期間の最大取扱量よりも、増加した取扱量に対し助成）

輸入貨物… 5,000円(1TEUにつき)

  ※本助成は、平成26年の助成申請に対して予算の範囲内で助成するものです。

助　成　額

・新規事業者の全取扱量に対して助成

輸入貨物… 5,000円(1TEUにつき)

輸出貨物…10,000円(1TEUにつき)

・全取扱量に対して助成

輸入貨物…  500円(1TEUにつき)

摘要

一荷主あたりの補助上限額

輸入…1,000,000円

輸出…2,000,000円

一荷主あたりの補助上限額

輸入…2,000,000円

輸出…3,000,000円【継続利用】
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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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