
平成 26 年度事業実績

１ かごしま海外ビジネス支援事業

(1) 貿易相談事業

県内企業等の海外事業展開を支援するため，実務，商社，金融，通関等

の分野からなる貿易アドバイザー等による貿易相談を実施した。

・海外ビジネス支援センター貿易相談件数 282 件

【貿易アドバイザー：6 名】

分野 会社名 職名 氏名

貿  易 弓場貿易（株） 代表取締役社長 弓場 秋信

金融機関 ㈱鹿児島銀行

㈱南日本銀行

国際ビジネス推進室

WIN-WINﾈｯﾄ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

梅 允中

上園 祐二

通  関

鹿児島海陸運送㈱

㈱共進組

日本通運㈱

空港営業所長

外航部通関課 次長

志布志支店長

日置 健一

梅木 洋一郎

與賀田 隆

(2) 海外商談会開催事業

① タイ食品輸出促進商談会

「チャイナプラスワン」の市場として注目を浴びるタイ国（バンコク）

において，本県産食品の輸出拡大を目的とした商談会を開催した。

○期間 平成 26 年 11 月 26 日（水）～11 月 30 日（日）

※ 商談会：11 月 27 日（木）

○場所 グランドミレニアムホテル・バンコク

○参加状況

県側：17 社・団体（80 アイテム） 全 25 名（事務局含む）

(株)奄美大島開運酒造 (株)奄美大島にしかわ酒造

小正醸造(株) (株)櫻岳

(株)スターゼンミートプロセッサー㈱ 鹿児島県食肉輸出促進協議会

協和食品工業（株） (株)唐船峡食品

(有)やまた水産食品 (株)岡留蒲鉾本舗

(株)海幸 幸洋産業(株)

合同会社地域ブランド創造 鹿児島県商工会連合会

（公社）鹿児島県特産品協会 ジェトロ鹿児島情報センター

（公社）鹿児島県貿易協会

タイ側：32 社，38 名（現地レストラン，流通業者，商社関係者）



○商談結果

商 談 件 数：42 件

成約（見込み含む）：13 件

② 米国ロサンゼルスにおける食品ミッション

    志布志港から混載輸出コンテナを仕立て，本県産食品を多数輸入取り扱

う米国内のスーパーマーケットにおけるデモ販売及び商談会を実施するた

め，県内食品メーカー及び行政等で構成される食品ミッション団を派遣し

た。

○期間 平成 27 年３月 20 日(金)～25 日(水)

○場所 ニジヤマーケット（トーランス店）

○参加状況

県側：11 社・団体（150 アイテム） 全 19 名（事務局含む）
おりた園 (株)海幸

(有)カネヨ販売 セイカ食品(株)

(有)谷口海産 (株)唐船峡食品

南九州畜産興業(株) 弓場貿易(株)

鹿児島県 ジェトロ鹿児島情報センター

（公社）鹿児島県貿易協会

○商談結果

商 談 件 数：37 件

成約（見込み含む）：13 件

(3) 食品輸出促進実証モデル事業

海外市場へ本県産食品の輸出を促進するため，川内港及び志布志港から外貿

定期コンテナ船を利用し，混載コンテナにより本県産の食品を輸出する者に対

して輸出に係る経費の一部を助成した。

申請者

(会社)

所在地 利用港 輸出先 コンテナ

・個数

主なコンテナ内容物

1 Ａ社 鹿児島市 薩摩川内港 香港 １ マサバ，鰹，キビナゴ

2 Ｂ社 東京都 鹿児島空港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ，

ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ）

13 牛肉

3 Ｃ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 練り製品，納豆，菓子，加

工食品，水産物

4 Ｄ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 菓子，緑茶，調味料，水，

漬物，酢，水産加工品

5 Ｅ社 鹿児島市 薩摩川内港 香港 １ 畜産副産物，牛肉，水産加

工品

6 Ｆ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ さつま揚げ，納豆，水産加

工品



助成実績 ４，９９８，２３０円（振込手数料除く）

7 Ｇ社 南さつま市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 緑茶，鰹節，菓子，調味料，

漬物，水

8 Ｈ社 東京都 鹿児島空港 マカオ 15 徳光スイカ

9 Ｉ社 鹿児島市 志布志港 台湾 １ 菓子，味噌，調味料

10 Ｊ社 鹿児島市 薩摩川内港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 醤油，米粉，緑茶，農産加

工品，米菓子

11 Ｋ社 徳島県 鹿児島空港 香港 18 牛肉

12 Ｌ社 日置市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 酢，緑茶，水産加工品，削

り節，漬物

13 Ｍ社 志布志市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ さつま揚げ，水産品，水産

加工品，緑茶，さつま芋

14 Ｎ社 東京都 鹿児島空港 マカオ ９ 豚肉

15 Ｏ社 東京都 薩摩川内港 マカオ １ 米加工品，梅酒，水，さつ

ま芋

16 Ｐ社 指宿市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 水，調味料，そうめん，食

用油，漬物，削り節

17 Ｑ社 志布志市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ さつま揚げ，納豆

18 Ｒ社 鹿児島市 薩摩川内港 香港 １ 畜産副産物

19 Ｓ社 志布志市 鹿児島空港 韓国 ６ 玄米茶，粉末茶，煎茶，ほ

うじ茶，ラテパウダー

20 Ｔ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 納豆，水産加工品，うなぎ

蒲焼，芋菓子，菓子パン

21 Ｕ社 南さつま市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 水産品，鰹節，調味料，緑

茶，漬物，水

22 Ｖ社 鹿児島市 薩摩川内港 香港 １ 畜産副産物

23 Ｗ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 納豆，芋加工品，水産加工

品，牛肉，菓子パン

24 Ｘ社 南九州市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 緑茶，鰹節，ゴマ，水，芋

加工品

25 Ｙ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ さつま揚げ，納豆，水産加

工品，冷凍ブリ，安納芋

26 Ｚ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 緑茶，水産加工品，調味料，

削り節，菓子，漬物，水

27 α社 鹿児島市 薩摩川内港 香港 １ 畜産副産物

28 β社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ さつま揚げ，納豆，芋菓子，

水産加工品，冷凍ブリ

29 γ社 鹿児島市 志布志港 米国（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ） １ 漬物，緑茶，水，芋加工品，

鰹節

小計 85 個



【参考】食品輸出促進実証モデル事業の過去５年実績

年度 H22 H23 H24 H25 H26

申請数 １１件 １６件 １４件 ２２件 ２９件

助成額 2,377 千円 1,625 千円 3,586 千円 3,008 千円 4,999 千円

輸出先 香港，米国

台湾，上海，

マカオ，

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港，米国

台湾，上海，

マカオ，韓国，

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港，米国

台湾，上海，

マカオ，

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港，米国

台湾，上海，

ﾏｶｵ，ｼﾝｶﾞﾎﾟｰ

ﾙ，韓国，英国

香港，米国

台湾， ﾏｶｵ，

韓国

予算額 5,250 千円 5,250 千円 5,250 千円 3,250 千円 5,250 千円

(4) かごしまブランド海外展開推進事業

海外における県産品の販路拡大やかごしまブランドの構築のため，フェア開

催やバイヤー等の招聘，イメージアップ広告，イベント等における PR を行った。

① タイ食品インポーターの招聘

日 時：平成 26 年４月 24 日

招聘者：ダイショータイランド 加藤秀樹社長

内 容：タイで日本産食品の総合輸入業務を行うインポーターを招へい

し，現地日本食レストランで実施予定の「九州フェア」に必要

な食材の商談を行うとともに，産地視察を実施し，県産品の認

知度向上を図った。

        ・産地視察（鰻・ハマチ養殖・加工施設）

        ・国際食品見本市 THAIFEX2015 出展に係る意見交換

②  米国食品インポーターの招聘

期 間：平成 26 年５月 14 日～17 日

招聘者：ニジヤマーケット 辻野三郎丸会長 ほか４名

内 容：米国のインポーターを招聘し，産地視察や商談会を開催すると

ともに，県産品の販路拡大・輸出促進を図った。

     ・商談会（県内企業 47 社出展）

     ・産地視察（水産加工場，食肉処理施設等７社・箇所

  ③ ＪＷマリオットバンコクホテルにおける鹿児島和牛フェアの実施
期 間：平成 26 年６月 16 日～８月 15 日
場 所：ＪＷマリオットバンコクホテル 鉄板焼きレストラン「波」



内 容：本県産品のタイへの輸出拡大を図るため，現地高級ホテルに
おける鹿児島和牛フェアを開催し，県産品のＰＲを行った。

     ・鹿児島和牛ステーキコースの提供
     ・県産品・観光パンフレットの掲示

  ④ 香港ジョッキークラブにおける鹿児島美食フェアの開催
期 間：平成 26 年７月４日～13 日
場 所：ハッピーバレークラブハウス
内 容：高級会員制クラブである，香港ジョッキークラブのクラブハ

ウスにおいて，本県産品の知名度向上及び販路拡大を図るた
め，本県産の食材を使用した鹿児島美食フェア（寿司特集）
を実施した。

     ・本県産の和牛，ブリ，カンパチ，マグロを使用した寿司メ
ニューの提供

⑤ タイ食品バイヤーの招聘

期 間：平成 26 年８月 18 日～22 日

招聘者：なえぎタイランド 中村蒸一代表

    ダイショータイランド ワンチャイ課長 ２名

内 容：タイのバイヤーを招聘し，県内企業向け輸出促進セミナーを開

催するとともに，商談会・産地視察も併せて実施し，県産品の

販路拡大，輸出促進を図った。

          ・商談会（県内企業９社出展）

          ・産地視察（水産加工場，製茶工場等５社・箇所）

⑥ 香港ジョッキークラブにおける鹿児島和牛フェアの開催

日 時：平成 26 年９月１日～30 日

場 所：ジョッキークラブハウス 他５店舗

内 容：香港ジョッキークラブレストランにおいて，本県産品の認知度

向上及び販路拡大を図るため，本県産和牛を使用した食フェア

を実施した。

     ・本県産和牛を使用したメニューの提供

⑦ かごしま県産品輸出促進商談会の開催

日 時：平成 26 年 10 月 26 日～29 日

場 所：城山観光ホテル

招聘者：９社 11 名

国・地域 企業名 役職 氏名

香港 GO GO FOODS Co.,LTD Director 宮松 茂幸

GO GO FOODS TRADING.,LTD Director 石井 裕之

台湾

株式会社裕源

代表取締役社長 謝 明達

国際物流部 黄 苑青

国際物流部 加藤 博子



中国 モリタフーズ株式会社 代表取締役 君島 英樹

鈴渓（天津）国際貿易有限公司 バイヤー 祖 瑋

北京松子餐飲有限責任公司 オーナー 詹 衛国

北京松子餐飲有限責任公司 総経理 詹 礫

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ Omi Pacific Pte. Ltd 営業担当 Candice Goh

タイ MRT FOODS(THAILAND) ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 小村 真衣香

内 容：香港を初め中国，台湾，シンガポール，タイのバイヤーを招へ

いし，「かごしま県産品輸出商談会」を開催したほか，産地視

察を実施し，県産品の販路拡大，輸出促進を図った。

     ・商談会（県内企業 42 社出展）

     ・産地視察（焼酎，黒酢，農産加工品，水産加工品等）

⑧ 香港「天皇誕生日祝賀レセプション」での県産品ＰＲ

日 時：平成 26 年 12 月３日

場 所：アイランドシャングリラ香港

内 容：在日本国総領事館主催のレセプションにて県産食品を提供した。

提供品：金柑，安納芋，大将季，農産加工品

⑨ シンガポール「天皇誕生日祝賀レセプション」での県産品ＰＲ

日 時：平成 26 年 12 月 11 日

場 所：シャングリラホテルシンガポール

内 容：在日本国総領事館主催のレセプションにて県産食品を提供した。

提供品：金柑，安納芋，大将季，農産加工品

⑩ ドイツレストラン関係者の招聘

日 時：平成 27 年２月 21 日～26 日

場 所：城山観光ホテル

招聘者：奄美黒糖焼酎アンバサダー ハイセン氏 ほか６名

内 容：昨年 10 月，知事トップセールスによりレストランフェアを実

施したレストラン関係者を招聘し，産地視察等を通じ，安心・

安全な本県産品への理解を促進する。

・奄美大島黒糖焼酎蔵元視察

・在ドイツ日本国大使館「奄美の黒糖焼酎の夕べ 2014」報

告会

・黒糖焼酎を使用し特別カクテルメニュー披露パーティー

・県内産地視察（畜産，水産，黒酢，さつまいも，茶等）

⑪ アメリカでの広告展開

   媒体：北米，ハワイの日系，在留法人向け雑誌

ニジヤマーケット「ご馳走マガジン春号」

    掲載：平成 27 年３月発行

    発行部数：約３万部



(5) 管理運営事業

① かごしま海外ビジネス支援センターライブラリーの運営

  日本貿易振興機構（ジェトロ）鹿児島貿易情報センターとの共同管理に

より，かごしま海外ビジネス支援センターライブラリーを運営し，一般の

閲覧に供し，貿易関連の最新情報の提供を行った。

② ホームページによる情報発信

かごしま海外ビジネス支援センター及び貿易協会のホームページにより

最新の情報発信の強化を図った。

２ 貿易振興事業
貿易関係の各種協議会との情報交換及び連携や貿易に関係する各種協議会へ

参加し，情報交換や連携を通じ，協会活動の充実強化を図った。

  ・九州各県貿易協会連絡協議

  ・かごしま川内貿易振興協会

  ・鹿児島港利用促進協議会

  ・鹿児島空港国際化促進協議会

  ・日本関税協会長崎支部

・鹿児島・大隅半島販路開拓研究会

３ 情報活動事業
(1) 貿易情報誌発行

    海外情報，海外駐在員レポート（ACCESS【会員誌】，貿易ニュース【月刊

ウェブ配信】），商談会やセミナー等の情報を掲載した情報誌を発行し，貿易

関連の情報発信を行った。

(2) メーリングリストによる情報発信

    貿易協会から、メーリングリスト登録団体（106 団体）に対してセミナー  

や見本市の情報発信を随時行った。

４ 貿易研修事業
県内貿易関係者の資質の向上に資するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）

鹿児島貿易情報センター等と連携してセミナー等を開催した。

① カンボジア経済ビジネスセミナー【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年５月 28 日（水）14：00～16：00

会場：ソフトプラザかごしま

講師：ジェトロプノンペン事務所 海外投資アドバイザー 伊藤隆友

内容：「カンボジア投資環境最新情報について」



② マレーシア食品市場開拓セミナー【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年６月３日（火）13：30～15：30

会場：鹿児島サンロイヤルホテル

講師：ジェトロクアラルンプール事務所 コーディネーター 宮川厚志

内容：「マレーシア食品市場の概況，開拓のポイント」

③ 焼酎輸出促進セミナー【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

【芋焼酎】

日時：平成 26 年８月 19 日（火）13：30～16:30

会場：アーバンポートホテル鹿児島

内容：「鹿児島県産本格焼酎の輸出に向けた留意点等」

   【黒糖焼酎】

日時：平成 26 年８月 20 日（水）13：30～16:30

会場：奄美観光ホテル

内容：「鹿児島県産本格黒糖焼酎の輸出に向けた留意点等」

④ タイ向け食品輸出セミナー【貿易協会・特産品協会主催】

日時：平成 26 年８月 20 日（水）17：00～18：15

会場：鹿児島サンロイヤルホテル

講師：なえぎタイランド 代表 中村蒸一

内容：「タイの日本食事情：飲食店経営を通じて」

⑤ 知的財産権セミナー【ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年９月 17 日（水）14:30～16:30

会場：ソーホーかごしま

講師：ジェトロ 知的財産課知的財産権アドバイザー 服部正明

内容：「農産品及び工業製品の商標侵害事例の紹介とその対策について」

⑥ （農林水産省補助事業）食品輸出のための商談スキルセミナー

                【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年９月 25 日（木）13:30～16:30

会場：ソーホーかごしま

講師：株式会社パシフィック物産 代表取締役 長光正明

内容：「食品輸出のための商談スキル：海外企業との輸出商談の進め方と   

英文価格表の作成演習」

⑦ 日本茶輸出促進セミナー【ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年 10 月 24 日（金）14:00～15:15

会場：鹿児島茶流通センター

講師：ジェトロ農林水産・食品企画課 課長代理 若杉由香子

内容：「日本茶の輸出状況と輸出に当たっての留意点」



⑧ ベトナム機械・部品産業セミナー【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 26 年 12 月５日（金）15：30～17：00

    会場：ソーホーかごしま

    講師：ジェトロ中小企業海外展開支援コーディネーター 大塚 哲久

    内容：「最新のベトナム経済状況，ベトナム国内の機械部品を中心とした

産業の状況について」

⑨ 農林水産物・食品輸出セミナー【ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 27 年１月 29 日（木）・30 日（金）9:00～16:00

会場：ソフトプラザ鹿児島

講師：株式会社パシフィック物産 代表取締役 長光正明

内容：「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」

  ⑩ 平成 26 年度鹿児島県輸出促進セミナー【貿易協会・ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 27 年 2 月６日（金）13：30～16:00

    会場：城山観光ホテル

    講師：ジェトロ 事業推進主幹 木村 洋一  

    内容：「米国西海岸の日本食市場動向（サンフランシスコを中心に）」

⑪ 農林水産物食品輸出入門セミナーin 鹿屋【ジェトロ鹿児島主催】

    日時：平成 27 年 2 月 16 日（月）14：00～15：40

    会場：リナシティかのや

    講師：ジェトロ鹿児島貿易情報センター所長 永盛明洋

    内容：「海外ビジネス事始め：海外市場根のアプローチとこれから」

⑫ （農林水産省補助事業）農林水産・食品輸出商談スキルセミナー

                     【ジェトロ鹿児島主催】

日時：平成 27 年３月 13 日（金）14:00～16:30

会場：鹿児島サンロイヤルホテル

講師：ジェトロ農林水産・食品部アドバイザー 村山貢

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」

５ トップセールス事業
   「鹿児島」の知名度向上や県産品の海外輸出拡大などを図るため，現地政府

機関関係者との関係構築や県内団体・関係機関一体となったセールス活動など，

鹿児島県知事のトップセールス活動に対する支援を行った。

（１）マカオにおける鹿児島美食フェア 2014

  ① 鹿児島美食フェア

     期 間：平成 26 年４月 12 日（土）～５月 11 日（日）【30 日間】

     会 場：高級和食レストラン「江戸」６店舗



     内 容：鹿児島牛をはじめとして，鰹，鰤，ソデイカ，安納芋等の農水

産物やさつま揚げ等の加工品等，本県産の食材を使った特別メ

ニューを提供する

  ② 鹿児島美食フェアオープニングセレモニーメディアレセプション

     日 時：平成 26 年４月 12 日（土）12:30～13:00
     場 所：高級和食レストラン「江戸」シティー・オブ・ドリームス店

     参加者：マカオ飲食業連合組合・陳澤武（アンドリュー・チャン）会長

         ほか現地メディア・飲食店関係者 30 名

         （※鹿児島側は伊藤知事ほか 30 名）

     内 容：（ア）マカオの佳景集団・程鈞ゼネラルマネージャーに対して

本県産農林水産物推奨レストラン認定証を授与

        （イ）現地メディア向けに，鹿児島県産食材の「安心・安全・

高品質」を情報発信

  ③ 「鹿児島の食を楽しむ会」マカオ政財界要人との昼食会

日 時：平成 26 年４月 12 日（土）13:00～15:00
     場 所：高級和食レストラン「江戸」シティー・オブ・ドリームス店

     参加者：マカオ飲食業連合組合・陳澤武（アンドリュー・チャン）会長，

マカオ立法会・黄昷輝（ウォン・フィンファイ）議員 他２名

     内 容：現地マカオ政府・団体関係者とのネットワーキング・ランチを

実施

（２）鹿児島―香港線開設記念レセプションにおける食材提供

日 時：平成 26 年４月 11 日（金）19:00～21:00
     場 所：日航香港グランドボールルーム

     内 容：知事トップセールスに合わせたレセプションにおける牛肉，豚

肉及びブリなど本県産食材の提供

（３）経済交流に係るタイ・マレーシア訪問

  ① バンコクにおける知事主催招宴会の開催

期 間：平成 26 年５月 20 日（火）

     場 所：日本料理店「日本亭」インターコンチネンタル店

     出席者：タイラグビー協会・Adisak Heymoo 会長ほか現地及び日系関係

機関 V.I.P ７名

     内 容：（ア）鹿児島県産食材を活用した料理の提供

        （イ）現地 V.I.P とのネットワーキング・ディナーを実施

（ウ）タイにおける鹿児島和牛販売指定店第１号となる

”Yakiniku Rising”の Richmond Gill Non-Executive Director
へ知事から指定店証を授与

② タイ国際食品見本市「タイフェックス 2014」への出展

期 間：平成 26 年５月 21 日（水）～23 日（金）



     場 所：IMPACT 展示会場

     出展者：県，県経済連農業協同組合連合会，鹿児島県漁業協同組合連合

会など ８団体 10 社

内 容：（ア）鹿児島和牛，ブリ，カンパチ，茶，焼酎，調味料など保

県産の多様な食材・食品を展示し，商談を行うとともに，

販路開拓に向けた情報収集を行った

   （イ）タイフェックスに参加している各国政府関係者や現地レ

ストラン経営者等 500 名を招待したレセプションにおい

て，鹿児島和牛及びぶえん鰹を提供し，本県産食材の PR
を行うとともに，主催者であるタイ国政府商務省国際貿

易振興局長とともにオープニング鏡割りを実施して，「鹿

児島」の認知度向上に努めた。

  ③ マレーシア・ハラール産業開発公社における意見交換
期 間：平成 26 年５月 19 日（月）10:00～11:30

     場 所：マレーシア・ハラール産業開発公社（HDC）
     対応者：ハスニ・ザリーナ・モハメド・カーン CEO 代行 ほか５名

内 容：（ア）ハラール食品及びハラール市場に関する意見交換

（イ）当協会で受託した「ハラール認証調査・研究事業」にお   

ける HDC との連携・協力関係の構築

（４）ドイツにおける鹿児島和牛プロモーション

  ① ホテルアドロンケンピンスキー（ベルリン最高級ホテル）「SRA BUA」に

おける黒糖焼酎と鹿児島和牛のレストランフェアの実施

期 間：平成 26 年 10 月７日（火）～31 日（金）【25 日間】

     場 所：ホテルアドロンケンピンスキー 「SRA BUA」

     内 容：鹿児島和牛を使用したコースメニュー及び黒糖焼酎のショッ

ト・カクテル提供

② 在ドイツ日本国大使館大使公邸における「奄美黒糖焼酎の夕べ 2014」の開

催

期 間：平成 26 年 10 月６日（月）

     場 所：在ドイツ日本国大使館大使公邸

    出席者：現地政財界 VIP，食品関係者，メディア等 約 200 名

     内 容：（ア）奄美の島唄演奏

        （イ）中根在ドイツ連邦共和国特命全権大使挨拶

        （ウ）伊藤鹿児島県知事挨拶

        （エ）朝山奄美市長挨拶

        （オ）森鹿児島県商工会連合会会長による「奄美黒糖焼酎大使」

任命

                 （カ）上野ミュラー佳子による奄美黒糖焼酎と鹿児島和牛に関

するセミナー

        （キ）池畑県議会議長による乾杯



        （ク）奄美の黒糖焼酎の夕べ

            ・ 奄美黒糖焼酎のテイスティング

            ・ 鹿児島和牛などを使用した料理のビュッフェ

            ・  奄美黒糖焼酎大使による焼酎カクテルの試演

            ・ 島唄と六調踊りによるフィナーレ

６ ハラール認証・調査研究事業
マレーシアやインドネシア等のイスラム圏への県産品輸出を促進するため，

ハラール認証に関する基礎的な調査を行った。

（１）ハラール認証等ファーストステップセミナーの開催

日 時：平成 26 年 10 月 15 日（水）13：00～17：00

    会 場：鹿児島大学稲盛会館

         参加者：県内貿易・観光事業者，自治体，金融機関関係者等

    講 師：ハラール産業開発公社 国際関係統括責任者 イスワニ氏

           〃  ハラール概念促進部上席主任 ユサイメイ氏

       株式会社 A-commerce 代表取締役 秋葉 良和氏

    内 容： 「ハラールの基本概念とアウトバウンド・インバウンドビジネ

スの動向」

「ハラールビジネスを行うに当たっての確認事項」

（２）ＨＤＣ職員による県内食品・観光関連施設視察

期 間：平成 26 年 10 月 16 日（木）～17 日（金）

         視察者：ハラール産業開発公社 国際関係統括責任者 イスワニ氏

           〃  ハラール概念促進部上席主任 ユサイメイ氏

        株式会社 A-commerce 代表取締役 秋葉 良和氏

    視察先：（ア）食肉加工施設（牛肉と畜に係るハード・ソフト対応）

（イ）唐船峡そうめん流し（インバウンドに係るハード・ソフト

対応）

（ウ）山川砂蒸し温泉，砂蒸し会館「砂楽」（インバウンドに係

るハード・ソフト対応）

（エ）黒酢工場（黒酢製造におけるハラール性確認）

（オ）ブリ養殖・加工施設（ブリ養殖・加工におけるハラール性

確認）

７ 海外市場販路開拓員育成事業
   平成 26 年７月１日～平成 27 年３月 31 日の期間，１名の新規雇用者を確保

し，輸出に意欲のある企業とのネットワーク構築や輸出に向けた準備・手続き

を行うとともに，海外展示会への出展やバイヤー招聘事業などの実務を通じて，

本県産品の輸出に精通した人材を育成した。
   



【主な研修内容】

     ① 貿易実務に関する基礎知識習得

     ② タイ向け食品輸出セミナー及び輸出促進商談会業務

     ③ ハラール認証調査・研究業務

     ④ かごしま県産品輸出促進商談会開催業務

     ⑤ タイ商談会・市場調査業務

     ⑥ 上海商談会・市場調査業務

     ⑦ 米国ロサンゼルス貿易ミッション派遣業務

     ⑧ ジェトロ鹿児島が開催する各種研修会への出席


