
２０１５．８

貿易ニュース鹿児島

Kagoshima Trade News

Contents
Information ···································１

TRADEINQUIRY(海外引合情報) ····················７

ライブラリー近着図書資料情報 ··················８

混載貨物輸出業者育成事業のご案内 ··············９

鹿児島空港航空貨物利用促進事業のご案内 ······１１

鹿児島税関支署館内貿易情報(6月分)···········１２

鹿児島税関支署館内貿易情報(上期) ············２５

外国貿易コンテナ（川内・志布志） ·········· ４２

貿易相談のご案内 ·························· ４６

新規入会会員募集のご案内 ·················· ４７



Information

ジェトロ・サービス産業課 （担当：山本、吉田）

Tel：03-3582-5238 　Fax：03-5572-7044

E-mail：sia-project@jetro.go.jp

TEL：092-473-2005/6　FAX：092-473-2007

韓国貿易センター福岡　宗像

Email：munakata@kotra.or.jp　

[第11回大田国際農業技術展] 開催のご案内

お問い合わせ

北米（シカゴ・トロント）サービス産業海外進出支援ミッションのご案内

お問い合わせ

ジェトロはこの度、北米（シカゴ・トロント）へサービス産業海外進出支援ミッションを派遣。

シカゴおよびトロントへのミッション派遣では、最新の市場情報、各分野の専門的情報の提供、人

の紹介（店舗開店に必要な不動産業者、流通会社、設計・施工業者、弁護士・会計士、合弁先・提

携先等）を行い、みなさまの市場参入をご支援します。是非本ミッションにご参加ください。

【開催概要】

日時：11月19日(木)～ 11月23日(月)

※現地集合・現地解散となります。

訪問都市：米国・シカゴ、カナダ・トロント

《内容》

対象者：北米において店舗開店及び法人設立を検討中または検討予定の企業等

※全行程へのご参加をお願いします。行程途中での離脱は原則認められません。

添付資料の「募集案内書」をご確認の上、お申し込みください。

主催・共催：ジェトロ・サービス産業課

定員：20名

申込締切：8月31日(月) 

参加費：7月下旬頃確定（ジェトロ・メンバーズの皆様は10％割引）

詳細及びお申込みは下記をご覧ください。

http://www.jetro.go.jp/events/sia/8e959f9257670c9e.html

来る11月に韓国大田(テジョン)にて大田国際農業技術展(TAMAS2015)が開催される運びとなりました。

開催に伴い、主催では、海外からの出展企業ならびに韓国企業からの購買や情報収集を目的とした

バイヤーを広く募集しております。参加バイヤー企業には 現地宿泊ホテルが2泊無料など各種支援が

ございますので、この機会に是非ご参加ください。

【開催概要】

日時：11月3日(火)～5日(木）10：00～17：00

会場：大田貿易展示館

規模：230社/500ブース予定

主催：大田広域市、KOTRA

展示品目：農機具、畜産/果樹機械、農林畜産用資材、農業バイオ

肥料、水溶剤、種子・種苗、施設園芸・花卉その他農業用品など

申込締切：9月30日(水）

詳細は下記をご覧ください。

http：//kotra.or.jp/13108.html
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E-ｍail：fukuoka@taitra.org.tw

台湾貿易センター福岡事務所

Information

Tel：096-354-4211 Fax：096-324-0751 

ジェトロ熊本 （担当：安井、佐藤）

E-mail：kum@jetro.go.jp

TEL：092-472-7461　FAX：092-472-7463 

中国の食品市場開拓セミナーのご案内

ジェトロ熊本では、中国における最新の日本食市場の概況について今後の輸出戦略立てに参考となる

セミナーをジェトロ上海の食品分野のコーディネーターを講師として開催します。

中国の最新情報を得る絶好の機会ですので、是非、本セミナーにご参加ください。

※本事業は、農林水産省からの補助金で実施するものです。

【開催概要】

日時：8月19日（水）14：00～16：00（質疑応答含む）

※セミナー終了後、16：00～16：40の間で個別相談会を実施予定です。

事前申込制ですので、ご希望の方はジェトロ熊本までご連絡ください。

場所：ホテルニューオータニ熊本 2Fせきれいの間（熊本市西区春日1-13-1)

※セミナー参加者にかぎりホテル駐車場は無料になります。

内容

＜講演内容＞中国（上海）の日本食市場の概況

講師：ジェトロ・上海事務所 食品分野コーディネーター 西村 敦

主催・共催：ジェトロ熊本

後援共催：日本政策金融公庫、うまかもん輸出支援協議会（熊本県、熊本市、熊本県貿易協会等（予定）

参加費：無料

定員：30名

申込締切：8月18日（火)17：00 

お問い合わせ

お問い合わせ

台湾国際漁業及びシーフード見本市 参観のご案内

台湾国際漁業及びシーフード見本市が11月19日から3日間にわたって初開催されます。

漁業に関するあらゆるニーズに応える、多角的な参観が期待できます。ぜひこの機会に足を運ばれ

てはいかがでしょうか？

【概要】

日時：11月19日(木)～11月21日(土) 10:00～18:00

会場：高雄展示ホール（高雄市前鎮区成功二路）

主催：中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）、展友展覧事業股份有限公司（wes expo）

展示内容：[漁業設備技術エリア]漁船及び船用設備、魚網、漁業及び海洋施設

[養殖設備技術エリア]水産種苗、水産飼料及び添加剤、各種薬品、養殖設備及び関連用品、水質殺

菌浄化システム、水質検査、酸素機器、飼育箱網、ブロック施設、ポンプ施設等

[水産品エリア]生鮮・冷蔵・冷凍水産品及び水産加工品、魚介類惣菜、調味料等

[加工機械設備エリア]加工機械、冷蔵・冷凍・解凍・処理・保存技術及び設備、包装材料及び機器、

水生クラフトの展示、環境保護、滅菌装置等

[サービスエリア]コールドチェーン物流プログラム、漁業取引プラットフォーム、検査検疫サービ

ス等

U R L：http://tokyo.taiwantrade.com.tw/event/detail.jsp?id=6108&lang=ja_JP

規模（予想）：出展企業数130社/団体、出展小間数250、来場者数2,300人

※台湾、中国大陸、香港、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、タイ、ベトナム等からの

出展を予定しています。

-2-



E-mail：fitratokyo@yahoo.com

TEL：(092)751-6311 FAX：(092)751-6522

E-mail：ttcfkk@thaitrade.jp

Tel：03-3441-4201 (内線 322)　Fax：03-3447-1697

Information

タイ国政府貿易センター福岡

在日インドネシア共和国大使館　担当：フィトラ・カルナラ

お問い合わせ

お問い合わせ

「第30回トレード・エキスポ・インドネシア」のご案内

インドネシアのジャカルタ市にて「Trade Expo Indonesia 2015」が開催されます。本展示会は家具と装備品、

飲食品、ファッション、ライフスタイル＆クリエイティブ製品、など様々なインドネシアの製造品とサービスを

紹介する予定です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

【開催概要】

会場：インドネシア・ジャカルタ市、クマヨラン、ジャカルタ国際展示場（JIExpo）

会期：[ビジネスデイ]10月21日（水）～23日（金）10：00～19：00

[一般デイ]10月24日（土）～25日（日）10：00～19：00 

公式サイト：www.tradexpoindonesia.com (英語のみ) 

詳細：日本語PDFはこちら

http://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/2015/06/TradeExpo2015jp.pdf

タイ国政府商務省国際貿易振興局（DITP）は、タイ宝石・宝飾品貿易協会（TGJTA）との共催により、

第56回「バンコク宝石・宝飾品フェア（Bangkok Gems & Jewelry Fair）2015」が下記のとおり開催します。

アジア最大級と評され世界各国からの業界関係者が集うミーティングポイントでもある本フェアでは、

タイ企業ならびに世界各国からの出展者の最新作を一堂にご覧頂けます。今回も本展示会出展用の

製品についてはタイ国での輸入関税 20％の特別免税措置が適用される予定です。

この機会に、九州・沖縄地方の皆様のご来場をお待ち申し上げております。

【開 催 概 要】

会 期：9 月 10 日（木）～14 日（月）10：00～18：0０（※最終日は 17：00 まで）

会 場：インパクトエキシビションセンター（IMPACT）チャレンジャーホール（於タイ王国）

主 催：商務省国際貿易振興局（DITP）、タイ宝石・宝飾品貿易協会(TGJTA)
出展規模：タイ国内外 1800 社 3000 ブース出展予定（80,000 ㎡）

申込締切：9月4日（金）

展示内容： ジュエリー（ゴールド、ダイヤモンド、デザイナー、最高級、ファッション、コスチューム）、

ルース（ダイヤモンド、貴石・半貴石、合成、パール）、原石、シルバージュエリー＆クラフト、機械＆

器具、ディスプレイ・パッケージ、ソフトウェア、協会・業界団体、宝石ラボ、国内外メディア 他

無料シャトルバス有(詳細はこちらのリンク中のスケジュールをご参照下さい。) 
◇公式サイト：http://www.bangkokgemsfair.com/

第56回バンコク宝石・宝飾品フェア 2015事前来場登録のご案内
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E-mail：afa_marketing@jetro.go.jp 

TEL ：092-441-1114  FAX ：092-411-1600

会員サービス本部 会員組織・共済グループ　原産地証明担当

Information

ジェトロ農林水産・食品課（担当：岸・小澤・南雲・清水）

Tel：03-3582-4966　Fax：03-3582-7378
お問い合わせ

お問い合わせ

「海外マーケティング拠点事業（試験販売） in タイ・シンガポール・マレーシア」のご案内

ＥＰＡ（経済連携協定）活用支援セミナーのご案内

タイ・シンガポール・マレーシアで商品を試験販売し、現地消費者へのモニタリングを通じた潜在顧客の発掘

や、マーケティング情報の収集などを行ない、フィードバックします。ご関心のある方はご応募ください。

※本事業は農林水産省補助事業で実施しています。下記をご覧ください。

http：//www.jetro.go.jp/events/afa/76906362483b323e.html

【開催概要】

日時：7月～2016年2月

場所：（タイ、シンガポール、マレーシアの以下３ヶ所。）

＜タイ＞伊勢丹タイランド店 4階 ＜シンガポール＞伊勢丹スコッツ店 地下1階

＜マレーシア＞伊勢丹KLCC店

募集対象：日本産農水産物・食品のPRおよび同国への輸出に関心のある企業・農業法人・生産者団体等から

の下記対象品目の出品。

販売方法：委託販売（売上消化仕入れ形式）

主催・共催：ジェトロ（運営事業者：株式会社三越伊勢丹）

参加費：無料

定員：＜タイ＞70社以上（200品目以上） ＜シンガポール＞100社以上（300品目以上）

＜マレーシア＞70社以上（200品目以上）

[対象品目]＜タイ＞青果物（柑橘類除く）、畜産物、水産物及び米等（加工品を含む）。

＜シンガポール＞青果物、畜産物、水産物、米、酒類及び茶等。

＜マレーシア＞青果物水産物、酒類及び茶等。

申込締切：12月15日（火） 17：00

わが国は現在、１３か国１地域との間に経済連携協定（ＥＰＡ）を結んでいます。今年１月の日豪協定の

発効に続き、２月にはモンゴルとの署名に至るなど、締結国は増えつつあり、経済のグローバル化はます

ます広がっています。

今回のセミナーではＥＰＡの概要と、特定原産地証明書取得のための手続き方法について分かりやすく

説明します。ビジネス拡大の一助として、この機会にぜひご参加ください。

※詳細は下記URLをご覧ください。

http：//www.fukunet.or.jp/event/schedule_detail.php?id=593

【開催概要】

会場:9月3日(木)14:00～17:00※13:30より受付開始

会場:福岡商工会議所 5階 501会議室

講師:日本商工会議所 国際部 担当者､他(予定)

対象:特定原産地証明書を利用する(または､利用予定)の方､テーマに興味のある方

定員:50名(定員になり次第締め切ります)

受講料:無料

締切:8月25日(火)

(内容)

1.ＥＰＡの概要と原産地規則の概要について

2.特定原産地証明書の発給申請手続きについて

3.質疑応答 ※ご希望の方は、セミナー終了後個別に相談を承ります（事前予約）
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http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TIGS_44776

8月26日（水）～
8月28日（金）東京
ビッグサイト

◇外食ビジネスウィーク 2015　第10回 ラー
メン産業展
【食・飲料、食品加工、店舗用設備・機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Food_44697

8月26日（水）～
8月28日（金）東京
ビッグサイト

◇ジャパンジュエリーフェア2015（JJF2015）
【宝石、貴金属、製造・生産技術】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JJF2015_44623

8月27日（木）～
8月29日（土）幕張
メッセ

◇JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2015
【DIY、趣味、インテリア用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JAPANDIY_44496

Information

開催期間 見本市名 URL

8月18日（火）～
8月19日（水）東京
ビッグサイト

◇第10回「アグリフードEXPO 東京
2015」
【農林水産業、食・飲料、食品加工】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/AgriFood_47278

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JASIS2015_44743

8月19日（水）～
8月20日（木）パシ
フィコ横浜

◇インタースタイル (ボードカルチャー&ファッ
ション展示会)
【スポーツ、フィットネス、ヘルスケア、自転
車】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERSTYLE_45461

8月19日（水）～
8月21日（金）東京
ビッグサイト

◇第17回「ジャパン・インターナショナル・
シーフードショー」
【農林水産業、食・飲料、食品加工、製造・生
産技術、品質管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The17th_44523

8月27日（木）～
8月29日（土）東京
ビッグサイト

◇第57回サイン＆ディスプレイショウ【ディス
プレイ、広告、マーケティング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/57thSIGN_44780

9月2日（水）～
9月4日（金）東京
ビッグサイト

◇第80回東京インターナショナル・ギフト・
ショー秋2015
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、インテリ
ア】

9月2日（水）～
9月4日（金）幕張
メッセ

◇JASIS 2015（分析展2015（第53回） / 科学
機器展2015（第38回））
【精密・測定・試験機器、先端技術】

9月3日（木）～
9月4日（金）神戸
国際展示場

◇国際フロンティア産業メッセ2015
【環境、通信、情報処理、先端技術、医療、
地域的ビジネス】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TheInternational_44554

見本市情報

～国内開催見本市～
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9月29日（火）～
10月1日（木）ドイ
ツ / ニュルンベル
ク

◇FachPack 2015（国際包装・機械・容器・材
料見本市）【包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FachPack2015_41936

9月10日（木）～
9月12日（土）メキ
シコ / グァダラハ
ラ

◇27th Expo Nacional Ferretera【金属製品、
工具、DIY】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/27thExpo_44198

9月22日（火）～
9月25日（金）ロシ
ア / モスクワ

◇Federal Trade Fair for Textile and Light
Industry Goods
　and Equipment【繊維・衣料、皮革】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TEXTILLEGPROM_47420

9月16日（水）～
9月22日（火）中国
/ 香港

◇September Hong Kong Jewellery & Gem
Fair
【宝石、貴金属、アクセサリー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SeptemberHong_46719

9月11日（金）～
9月15日（火）オラ
ンダ / アムステル
ダム

◇IBC 2015 Exhibition【放送、映像、通信】
http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IBC2015_46981

◇International Gift and Decoration Fair
【ギフト用品、手工芸品、販促用品、家具・イ
ンテリア用品、食卓用品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERGIFT_46986

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/OffshoreEurope_42338

9月24日（木）～
9月26日（土）ブラ
ジル / サンパウロ

◇ABAV International Tourism Expo【観
光・旅行、スポーツ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/43rdABAV_47357

開催期間

9月30日（水）～
10月3日（土）イタ
リア / ベローナ

◇Stone Design Technology International
Trade Fair【鉱物、土石】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MARMOMACC2015_46941

9月4日（金）～
9月9日（水）ドイツ
/ ベルリン

◇IFA 2015（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、コンピュータ】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IFA_47000

見本市名 URL

9月8日（火）～
9月11日（金）英国
/ アバディーン

◇SPE Offshore Europe Conference &
Exhibition【鉱業、エネルギー】

9月9日（水）～
9月13日（日）スペ
イン / マドリード

～海外開催見本市～

見本市情報
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混載貨物輸出業者育成事業のご案内

公益社団法人鹿児島県貿易協会では、鹿児島県の委託を受け、食品輸出の振興及び県

内外貿港の利用促進を目的とする「混載貨物輸出業者育成事業」を実施します。

この事業は、県内外貿港を利用し、本県で収穫､生産又は製造された食品衛生法第4条

に規定する食品を輸出する県内の貿易事業者、流通事業者及び生産者等に交付するもの

とし､製造者又は生産者が異なる食品の混載輸出が条件となります。

助成制度の活用をご希望の方は、協会ホームページ（下記参照）より申請書等をダウン

ロードし、事務局までお申込ください。

http://www.kibc-jp.com/index.htm

【助成対象者】

①鹿児島県内外貿港からの輸出であること。

②本県で生産または製造された食品衛生法第 4条に規定する食品の輸出であること。

③製造者または生産者が異なる食品が混載されているコンテナ輸出であること。

④毎年 4月 1 日から翌年 3 月 31 日までに実施された輸出であること。

【助成金の額等】

貨物コンテナのサイズ 助成額

20 フィート 150,000 円

40 フィート 250,000 円

※助成金の交付は，交付申請の受付順とし，予算の範囲内で行うものとする。

【助成までの流れ】

①交付申請書（第 1号様式）に下記の書類を添えて協会に提出する。

(1)事業計画書（第 2号様式）

(2)その他協会が必要と認める書類

②交付申請書の内容を審査後、協会より助成金交付決定通知書を交付。

③事業完了の日から 30日以内に、実績報告書(4号様式)及び次の(1)～(7)に定める必

要書類を添えて、協会に提出する。

  (1) 事業実績書（別紙１）

  (2) 輸出品目内訳書（別紙２）

  (3)  船荷証券（B/L）の写し

  (4)  送り状（Invoice）の写し
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  (5)  パッキングリストの写し

  (6) 輸出品の納品書，販売証明書等県産品であることを証明できる書類

  (7) その他協会が必要とする書類

④実績報告書を審査後、交付確定通知書を協会より交付。

⑤交付確定通知書を受領後、助成金交付請求書（6号様式）を協会に提出する。

⑥助成金の交付。

《お問合せ先》公益社団法人鹿児島県貿易協会 担当：木下/前田    

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10番 1 号（県庁９F かごしま PR課内）

TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483

E－mail：info＠kibc－jp.com
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鹿児島空港航空貨物利用促進事業のご案内

公益社団法人鹿児島県貿易協会では，鹿児島空港国際化促進協議会の委託を受け，鹿児島空港

の国際定期路線の安定的運行と国際空港貨物の需要拡大を目的とする「鹿児島空港航空貨物利用促

進事業」を実施します。

この事業は，鹿児島空港貨物ビル航空会社棟（南国交通(株)上屋内）に設置された冷蔵冷凍施設

を利用して，鹿児島県産品等（本県で収穫，生産又は製造された食品衛生法第 4 条に規定する食品）

を輸出する荷主に交付するものです。

助成制度の活用をご希望の方は、協会ホームページ（下記参照）より申請書等をダウンロードし、

事務局までお申込ください。

http://www.kibc-jp.com/index.htm

【助成の条件】

①鹿児島空港からの輸出であること。

②鹿児島空港貨物ビル航空会社棟（南国交通(株)上屋内）に設置された冷蔵冷凍施設を利用した輸

出であること。

③本県で生産または製造された食品衛生法第 4 条に規定する食品の輸出であること。

④平成２ ７ 年 4 月 1 日から平成２ ８ 年 3 月 31 日までに実施された輸出であること。

【助成金の額等】

項 目 助成額

鹿児島空港貨物ビル航空会社棟（南国交通(株)上屋内）に

設置された冷蔵冷凍施設使用料

１ ㎏当たり１ ０ ０ 円

※１ 貨物上屋施設利用料のうち，基本料及び冷蔵冷凍庫施設使用料に対し，助成する。

※２ 助成金の交付は，交付申請の受付順とし，予算の範囲内で行うものとする。

【助成までの流れ】

①事業完了の日から 30 日以内に，交付申請書（第 1 号様式）に下記の書類を添えて協会に提出す

る。

(1) 実績報告書(第 2 号様式)

(2) 航空貨物輸送状(AWB)の写し

(3) 輸出品の納品書又は産地及び種別(食品・非食品の別)が記載された書類

(4) 経費の内訳の記載された請求書又は領収書の写し

(5) その他協会が必要と認める書類

②交付申請書の内容を審査後，協会より助成金交付決定通知書を交付。

③交付確定通知書を受領後，助成金交付請求書（4 号様式）を協会に提出する。

④助成金の交付。

《お問合せ先》公益社団法人鹿児島県貿易協会 担当：橋口/前田    

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号（県庁９ F かごしま PR 課内）

TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483

E－mail：info＠kibc－jp.com

-9-



(http://kagoshima-trip.jp/drone)

(http://kagoshima-trip.jp)

◆
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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

  （個人） 担当者 Ms. Kanda
Pitakchockchai

http://www.faceb
ook.com/CieloBe
autyThailand

export.CieloThailand@g
mail.com

Sunscreen SPF50 PA+++ and
 Moisturizer,Skincare Products

2

 A.J. PLAST PUBLIC
CO.,LTD.

MS. KEERATIKORN
SITTHIVARADEJ
 (EXPORT SALES)

http://www.ajplas
t.co.th

keeratikorn@ajplast.co.t
h

BOPP,BOPET,BOPA Film,
Metallized Film Applications

3

 Ake Rice Mill Co.,Ltd.  Miss Warangkana
Jaengratanatra
(Executive Sale and
Marketing )

http://www.akeric
emill.com

warangkana@akericemill.
com

Jasmine Rice,White,Glutinous,Brown Rice

4

Fnos Co.,Ltd.  Khun Sarunya  fnos@advic.co.th   Hair Dyeing Shampoo,Organic Shampoo

5

 FULL RICH INT'L
TRADING CO.,LTD.

KHUN JATUPORN
ANUCHAI
(GENERAL MANAGER )

jatuporn@fullrichgroup.c
om

  Fruit Crispy Chips(Banana,Taro,Durian)

6

GOLDEN SEA FROZEN
FOODS CO.,LTD.

 KHUN SUWIMOL
DARARAT

http://www.golde
nseafrozenfoods.c
om

joy@goldenseafrozenfoo
ds.com

Frozen seafood: Shrimp
(Vanamei,Black Tiger,
freshwater shrimp, squid,
octopus, clam, mussel,
scallop,etc.,)

7

 Katevanich Industry
Co., Ltd.

Ms. Angela Xanthavanij
(Int'l Business Manager)

http://www.kvc.c
o.th

angela@kvc.co.th Refined Coconut Oil,Kernel Oil,Margarine,Shortening

8

 MAINLINE
CONTRACTING
CO.,LTD.

 MR. PAWADOL
JANTAVARA
(MANAGING
DIRECTOR)

export.mainline@gmail.c
om

Snack, Chips, Beverage

9

ROYALE UNION
CORPORATION
CO.,LTD.

 KHUN THANON
PONTONGTAWAT

center.np@gmail.com Wood Pellet, Frozen/Freeze-dried Durian

10

SIAM NUMCHOK
INTERTRADE CO.,LTD.

siamnumchok@gmail.co
m

  Honey

11

 SPJ CONSUMABLE
PRODUCTS CO.,LTD

MR. TAKA
SAKURAKAWA
( EXPORT MANAGER)

http://www.spjpro
ducts.com

sales@spjproducts.com  Fresh Fruits(Durian, Mango,
 Mangosteen, Banana etc.,),
Canned   Fruits(Pineapple,
 Mangosteen, Lychee, Longan)
,Fruit Juice(Orange, Coconut,
Pineapple   etc.,)

12

WANGSUKJAI EXPORT
CO.,LTD.

http://www.mada
memangouste.co
m

wangsukjuai.export@gma
il.com

 Mangosteen Juice
with Collagen

13

YOO LIM CO.,LTD.  MS. AREERAT
NAWAWATANASUB
( SALES MANAGER)

http://www.yooli
msilver.com

jewelry@yoolim.co.th  925 Stering Silver Jewelry

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（2015.7月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 TSR情報　No.2544 東京商工リサーチ 2015/06/22

2 日経ビジネス　No.1796 日経BP社 2015/06/22

3 財界九州７月　No.1090 株式会社　財界九州社 2015/06/22

4 かごしま元気おこし企業ガイド 鹿児島県 2015/06/22

5 日本貿易会月報　No.737 一般社団法人　日本貿易会 2015/06/22

6 ハーモニー　2015　vol.2 公益財団法人　日本関税協会 2015/06/22

7 TSR情報　No.2545 東京商工リサーチ 2015/06/25

8
スイスのイノベーション力の秘密～競争力
世界一の国に学ぶ

JETRO 2015/06/29

9 日経ビジネス　No.1797 日経BP社 2015/06/29

10 中華民国　台湾投資通信 vol.237 中華民国　経済部　投資業務処 2015/06/30

11 TSR情報　No.2546 東京商工リサーチ 2015/07/02

12 日経ビジネス　No.1798 日経BP社 2015/07/03

13 AFCフォーラム6月号 日本政策金融金庫 2015/07/06

14 台湾情報誌　交流　vol.891 公益財団法人　交流協会 2015/07/06

15 TSR情報　No.2547 東京商工リサーチ 2015/07/10

16 月刊グローバル経営 一般社団法人　日本在外企業協会 2015/07/10

17 日経ビジネス　No.1799 日経BP社 2015/07/10

18 そうしんビジネスレポート　№33 鹿児島相互信用金庫 2015/07/13

19 広報　薩摩川内　№252.254.256 薩摩川内市 2015/07/13

20 中華民国　台湾投資通信　vol.238 中華民国　経済部　投資業務処 2015/07/13

21 ジェトロセンサー　8月号 日本貿易振興機構 2015/07/13

22
中小企業の海外事業再編事例集（事業の
安定継続のために）

中小企業庁 2015/07/13

23 TSR情報　№2548 東京商工リサーチ 2015/07/17

24 ジェトロセンサー　8月号 日本貿易振興機構 2015/07/17

ライブラリー近着図書(H27.6.21～H27.7.20)

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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－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 ２万 TEU 達成！！

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。

また、平成２７年３月には、南九州西回り自動車道の『薩摩川内高江 IC－薩摩川内水引

IC』が開通し、『鹿児島－薩摩川内水引』間が全線開通したことから、薩摩川内港への交通

アクセスが更に充実しました。

鹿児島県西部地域の企業へのメリットとして、薩摩川内港を利用することによる国内輸

送費の削減、OOCL、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、薩摩川内港コンテナサービス利用により、

全世界との物流ルートが確保されます。

   ＜平成 27 年 8 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（外貿コンテナを輸送する内航フィーダーコ

ンテナ船を含む）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

補助金額

■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．薩摩川内港木材輸出促進補助金（今年度新規補助金）

（１）補助対象者

川内港を利用して木材（丸太）を輸出した企業（個人経営者を含む。以下同じ。）に

対して交付するものとする。この場合において，当該企業が直接荷主とならない場合も，

荷主の代理人等であることが確認できれば，当該代理人等を助成対象とすることができ

る。

（２）補助金

補助金額

■コンテナ貨物（１個当たり）３万円

■１年度当たりの上限額  ９０万円

■バラ貨物  （１ｋｇあたり）１円

■１回当たりの上限額  ４５万円

■１年度当たりの上限額 ９０万円

*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。

※川内港貿易補助金及び国・県等の木材（丸太）輸出にかかる補助金との重複受給はでき

ません。

５．リーファーコンセントの口数について

４４０Ⅴ：１５口   

６．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。

７．３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 交通貿易課

TEL ０９９６－２３－５１１１（内線 4391）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，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，志布志港は，中国や台湾，東南アジアへの近接性という特色があり，現在，外

　貿定期コンテナ航路が，台湾，中国，韓国との間に４航路週１３便体制で就航している

ほか，大阪，東京，沖縄を結ぶ内航フェリー・RORO船も充実しています。

　　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）新若浜地区国際コンテナターミナルを発着する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（099-474-1111 内線285）

　　　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 kouwanp@pref.kagoshima.lg.jp
　　　　URL　http://www.pref.kagoshima.jp/infra/port/minato/shibushi/

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】

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)

【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)
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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～

担 当 アドバイザ－ 役職名

実 務 弓場 秋信 弓場貿易㈱ 代表取締役

通 関 日置 建一 鹿児島海陸運送㈱空港営業所

通 関 梅木 洋一郎 ㈱共進組沖縄営業部台湾営業課次長

通 関 與賀田 隆 日本通運㈱志布志支店 支店長

金 融 梅 允中 ㈱鹿児島銀行 営業支援部国際ビジネス推進室

金 融 上園 祐二 ㈱南日本銀行 営業統括部支店支援WINWINﾈｯﾄ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ主任調査役

※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。

相談料

無料！！
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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】：１１２社（平成２７年８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。

★翻訳基本料金

＊＊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。

（（基準翻訳料金表））

日本語→外国語
言語

外国語→日本語

貿易協会会員 一般 貿易協会会員 一般

\5,100～
\6,000～

(400 字/１項)
英語 \3,400～

\4,000～

(400字/1項)

\4,250～
\5,000～

(400 字/１項)
韓国語 \3,400～

\4,000～

(400字/1項)

\4,250～
\5,000～

(400 字/１項)
中国語 \3,400～

\4,000～

(400字/1項)

\5,500～
\6,500～

(400 字/１項)
その他 \4,250～

\5,000～

(400字/1項)

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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