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E-mail：nagasaki-soumu@customs.go.jp

【Information】

インドネシア商談会事務局　担当：大井、土山、市川

TEL：03-6279-4805 /080-9286-6818　FAX：03-6279-4578

Email：ceo-indonesia@shinnwa.jp

電話：095－828－8611

長崎税関総務部総務課（セミナー事務局）

経済連携協定の利用支援セミナーのご案内

お問い合わせ

「インドネシアセミナー＆商談会」のご案内

お問い合わせ

本プログラムでは、インドネシア進出を検討する中小企業様を対象にセミナーを開催します。また、

自動車部品、医療機器、産業機械等のインドネシア企業20社が来日し、合弁設立、代理点契約、共

同研究、技術提携、製造受託等の商談会（通訳あり）も開催いたします。どちらも無料で参加できます。

中小機構ホームページよりお申込み頂き、ご参加ください。

■インドネシアセミナー＆商談会（広島・東京）の申込み

http://www.smrj.go.jp/ceo/indonesia/

※商談会に参加された企業様を対象に、交流会（有料）の参加受付をしております。

◇プログラム（広島・東京）◇

10/27（火）広島会場 ホテルグランヴィア広島（広島市南区松原町1-5）

10：00-12：00セミナー

13：00-18：00商談会

18：30-20：00交流会（参加費＠3,000円）

10/29（木）東京会場 ハイアットリージェンシー東京（東京都新宿区西新宿2-7-2）

10：00-12：00セミナー

13：00-18：00商談会

18：30-20：00交流会（参加費＠3,000円）

本セミナーは長崎税関と日本貿易振興機構（ジェトロ)長崎貿易情報センター及び産業界との繋が

りが深い福岡財務支局との共催により、我が国のＥＰＡの概要、原産地規則及び関税分類等につい

て紹介し、ＥＰＡの利用促進・日本企業の国際的な活動を側面から支援することを目的に開催するも

のです。

既に輸出をされている事業者の方や今後輸出を予定されている事業者の方及び金融関係の事業

者の方、更にはご関心・ご興味のある方におかれましては、この機会に是非ご参加ください。

【開催概要】

日時：平成27年11月12日（木）13：05～15：55

会場：長崎税関共用会議室(長崎県長崎市出島町1-36)

定員：４０名（先着順）

参加費：無料

主催：長崎税関・福岡財務支局・日本貿易振興機構（ジェトロ)長崎貿易情報センター

お申込み及び詳細は下記をご参照ください。

http://www.customs.go.jp/nagasaki/content/EPA_infomation.pdf
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ジェトロ鹿児島 （担当：城倉（じょうくら）、嶽釜（たけがま））

E-mail：kag@jetro.go.jp

Tel：03-3582-4966　Fax：03-3582-7378

E-mail：afa_marketing@jetro.go.jp

ジェトロ農林水産・食品課（担当：小澤、南雲、清水）

Tel：099-226-9156 Fax：099-222-8389 

【Information】

農林水産物・食品輸出商談スキルセミナーのご案内

講師が商社マン時代に培った豊富なビジネス経験を踏まえ、ビジネス英語を駆使した効果的な表現

方法なども交えながら、海外販路拡大を目指す皆様の商談スキル向上のポイントを解説します。また、

商談前の準備～商談当日の進め方～商談後の対応方法について、一貫した流れで留意点や実際に

行うべきことをご説明します。「日本茶輸出商談会 in 九州（鹿児島）（2015年11月開催）」へ応募・参加

予定の方や、食品分野での海外への販路開拓をお考えの皆様は、この機会にぜひご参加ください。

【開催概要】

日時 ：10月23日（金）セミナー 13：00～17：00 個別相談 10：00～11：25（25分×3枠）

場所 ：（セミナー）温泉ホテル 中原別荘 会議室 「桜島」 （個別相談）ジェトロ鹿児島 ビジネスライブラリー

プログラム 13：00～13：05 主催者連絡事項等

13：05～14：30 ＜パート1＞商談前の準備・資料作成のポイントについて

14：40～15：40 ＜パート2＞商談の進め方について

15：50～16：45 ＜パート3＞商談後の対応について

16：45～17：00 全体総括、質疑応答

講師：トレード・コンシェルジェ Street Smart 代表 法嶋 由昭 氏

参加費： 無料

定員：40名

詳細URL：http://www.jetro.go.jp/events/kag/ae895a263bbd24ec.html

お問い合わせ

お問い合わせ

日本産農水産物・食品輸出商談会 in 香港 2015のご案内

香港にて現地バイヤーとの商談会を開催するとともに、バイヤー企業訪問や現地食品コーディネー

ターによるブリーフィング等のプログラムを開催します。商談会には、香港バイヤーに加え、日本食の

人気が高まっているマカオのバイヤーにもお声がけをする予定です。香港およびマカオ市場への参入

もしくは販路拡大にご関心のある事業者の皆様は、是非この機会をご活用下さい。

【開催概要】

日時 ：2016年1月27日(水)～2016年1月28日（木）

場所 ：香港 （市内ホテル）

募集対象：香港において、日本産農水産物・食品のPRおよび同地域への輸出に関心のある企業・

農業法人および生産者団体

対象品目：日本産農水産物・食品 (詳細は「募集要項」の「ご参加の条件」をご確認下さい。) 

開催方法：現地集合・現地解散型

参加費 ：無料

定員：35社

詳細URL：http://www.jetro.go.jp/events/afa/85fd197e99f5d381.html
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Email：event@ibpcosaka.or.jp

Tel：03-3582-4966　Fax：03-3582-7378

【Information】

（一財）大阪国際経済振興センター 国際部 経済交流プロジェクト 担当：陳・青池

ジェトロ農林水産・食品課（担当：岸・小澤・南雲・清水）

E-mail：afa_marketing@jetro.go.jp

TEL：06-6615-5522　FAX：06-6615-5518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

タイ・シンガポール・マレーシアで皆様の商品を試験販売し、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、皆様にフィードバックします。ご関心のある事業

者の皆様のご応募お待ちしております。

※本事業は農林水産省補助事業で実施しています。

【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

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。

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）

《お申し込み方法》

以下の専用サイトよりお申し込みください。

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

～フィリピン企業との個別商談会～

今回はおなじみの商品に加え新商品や健康に配慮した商品なども出展されます。大阪で新規取引

先の開拓を希望しているフィリピン企業と直接商談ができる大変貴重な機会ですので、奮ってご参加

ください。

商談会への事前予約をご希望の方は無料でアジア・フードショー2015にご入場いただける招待状を

送付致します。なお当日は各ブースに通訳を手配しておりますので是非この機会をご活用いただき

情報収集や商談の場としてお役立て下さい。

【開催概要】

日時：10月21日(水)～23日(金) 10:00～17:00 (3日間共通)

会場：インテックス大阪 6号館

入場・通訳：無料(通常入場料は4,000円)

申込締切 10月14日（水）

お申し込みは下記をご覧ください。

http://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/#!philippine-matching2015/c50y

フィリピン食品商談会in アジア・フードショー2015
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E-mail： nonaka.hidehiko@philippinetrade.org

Email：info_in@asean.or.jp

TEL：03-5402-8006

国際機関日本アセアンセンター 貿易投資部 担当：中西

【Information】

フィリピン共和国大使館商務部　担当：野中　英彦

Tel：03-5562-1591/1592    Fax：03-5562-157
お問い合わせ

お問い合わせ

フィリピン食品関連企業個別商談会開催のご案内

「ラオス投資環境視察ミッション」参加募集のご案内

今回はココナツ関連製品のみならず、各種バラエティーに富んだ製品メーカーが参集しており、今後大き

な成長が見込まれる、これらフィリピン企業との取引は貴社の売上拡大に大きく貢献するものと確信してお

ります。この機会を逃すことなく、個別商談会に奮ってご参加下さい。

尚、時間と場所の関係から面談時間は１回４５分、面談企業は３社までとさせて頂きます。また、面談時間

はお申込順に配分させて頂きますが、時間の最適配分並びに商談会の効率運営の観点からご意向に沿え

ない場合もある事、予めご了解下さい。

お申込締め切りは10月19日（月）とさせて頂きます。

【開催概要】

日時 ：10月26日（月）

[午前の部] 10：00～11：30

[午後の部] 13：00～16：00 

会場 ：国際機関日本アセアンセンター

参加費 ：無料

詳細お申込みは下記をご覧ください。

http://www.asean.or.jp/ja/trade-info/pta_foods/

「タイプラスワン」の工場進出先として注目されるラオスを訪問します。今回は日系小・中規模工

場誘致に特化したパクセの新SEZを訪れます。また首都ヴィエンチャンではラオスの投資環境全般

の説明を受けるとともに商業施設や地場企業を訪問し、ラオスの経済・投資環境を模索します。

一方、パクセの後背地であるボロベン高原では高原野菜農園、加工工場が展開し始めました。

今回は現地を視察し農産物加工の可能性も模索します。本ミッションは、製造業の中小規模進出

と農産加工という二つの切り口を同時に見ていただくプログラムとしました。どちらか一方だけに

御関心の方には柔軟に日程対応したいと思います。ラオスの投資・ビジネス環境の概要を一週間

で把握する本ミッションをご活用ください。

【開催概要】

期間：12月13日（日）～ 19日（土）

訪問地：ヴィエンチャン、パクセ・ボロベン高原

参加費： 成田発着 218,000円 （エコノミークラス、燃油サーチャージ込み）

現地参加 120,000円 （ヴィエンチャン集合・パクセ解散）

参加定員：25名程度（最小催行数：8名）

対象： 企業、政府機関、自治体、商工会議所、金融機関、調査・税務会計コンサルタント、研究者、

報道機関等

締切日：11月13日（金）

詳細・お申込みはこちらです。

http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2015-41/
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11月11日（水）～
11月13日（金）
幕張メッセ

◇第4回鉄道技術展【鉄道、その他の輸送
用機器、交通】

11月12日（木）～
11月13日（金）
東京ビッグサイト

◇地方銀行フードセレクション2015【食・食品
加工、農林水産業】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FoodSelection_46823

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BeautyworldJapan_44920

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MTIJ2015_44571

10月21日（水）～
10月23日（金）
滋賀県立長浜ドー
ム

◇びわ湖環境ビジネスメッセ2015【環境、廃
棄物処理、リサイクリング】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/BiwakoBusiness_45006

10月21日（水）～
10月23日（金）
インテックス大阪

◇第3回ファベックス関西2015
【食・食品加工、農林水産業、店舗用設備・
機器、ディスプレイ、包装】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TheWorld_44868

11月11日（水）～
11月12日（木）
ビッグパレットふく
しま

◇第11回 医療機器設計・製造展示会＆最
新技術セミナー メディカルクリ
　エーションふくしま2015
【金属製品、工具、金型、金属加工、医療・
病院用機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MedicalCreation_46387

11月11日（水）～
11月12日（木）ベ
ルサール渋谷
ファースト

◇エナジー・ストレージ・サミット・ジャパン
2015【エネルギー】

開催期間 見本市名 URL

【Information】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ESSJ2015_46494

10月21日（水）～
10月24日（土）
ポートメッセなごや

◇メカトロテックジャパン2015【工作機械、圧
力機器、測定機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MECT2015_42631

10月28日（水）～
10月30日（金）
幕張メッセ

◇Japan IT Week秋【通信、情報処理、マー
ケティング、経営管理】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanIT_45536

11月4日（水）～
11月7日（土）
ポートメッセなごや

◇メッセナゴヤ2015【エネルギー、環境、食、
衣料】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MesseNagoya2015_44890

10月19日（月）～
10月21日（水）
インテックス大阪

◇ビューティーワールド ジャパン ウエス
ト
【化粧品、美容関連用品、ヘルスケア】

見本市情報

～国内開催見本市～
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12月8日（火）～
12月10日（木）
米国 / ラスベガス

◇POWER-GEN International 2015【エネル
ギー、電気、産業用機器・設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/POWERGENInternational_480
67

11月16日（月）～
11月19日（木）
ドイツ / デュッセ
ルドルフ

◇MEDICA【医療、病院用機器、医薬品、精
密・測定・試験機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEDICA_44088

見本市名 URL

11月17日（火）～
11月19日（木）
スペイン / バルセ
ロナ

◇ibtm world 2015【観光・旅行、ホテル、コン
ベンション産業関連】

◇Marine Equipment Trade Show
【造船、ボート、ボート用品、各種小型船舶】

開催期間

【Information】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/METS2015_47486

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ibtmworld_47521

12月2日（水）～
12月5日（土）
インドネシア /
ジャカルタ

◇The 26th International Manufacturing
Machinery Equipment,
　Materials and Services Exhibition
【製造、生産技術、工作機械、精密・測定・試
験機器】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ManufacturingIndonesia_4642
0

11月17日（火）～
11月19日（木）
オランダ / アムス
テルダム

12月5日（土）～
12月13日（日）
イタリア / ローマ

◇International Crafts Selling Exhibition
【手工芸品、美術工芸品、アクセサリー】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LArtigianoin_47705

11月17日（火）～
11月20日（金）
フランス / パリ

◇MIDEST 2015【金属加工、プラスチック、ゴ
ム、素材類】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIDEST2015_47553

12月2日（水）～
12月4日（金）
中国 / アモイ

◇15th China International Healthcare Expo
【ヘルスケア、保健産業、食・飲料、化粧品】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CIHE2015_47608

12月1日（火）～
12月3日（木）
インド / ムンバイ

◇CPhI India 2015【医薬品、製薬・製剤、薬
学】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CPhIIndia_48072

11月23日（月）～
11月26日（木）
アラブ首長国連邦
/ ドバイ

◇International Building & Construction
Show【建築・建設、衛生設備】

http://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TheBig_47109

～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
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No. 会社名
担当者名

(役職）
URL Email 商材

1

CHIANGMAI
FROZEN FOODS
PUBLIC CO.,LTD

KHUN RATINUCH
WONGWISAWAKIT
 SALES AND
(MARKETING

http://www.cmfro
zen.com

ratinuchw@cmfrozen.co
m

Frozen Vegetable

2

DEESTONE CO.,LTD. KHUN VASUPHON
MONGKHOLYOSWAT
( MARKETING )

http://www.deest
one.com

 global-
business@deestone.com

Tyres(Car,Motorcycle,
Bicycle,Tubes)

3

GOLDEN SEA
FROZEN FOODS
CO.,LTD.

KHUN SUWIMOL
DARARAT

http://www.golde
nseafrozenfoods.c
om

joy@goldenseafrozenfoo
ds.com

Frozen Seafood

4

S.P. CREATION
CO.,LTD.

KHUN KORAKOD
CHOOCHUAY
 (MANAGING
DIRECTOR)

Spcreationcompany@gm
ail.com

Fancy Soap

5

THAI JEWELRY
MANUFACTURER
CO.,LTD.

Mr. BANYONG
SITTHICHAILAPHA

http://www.thaije
welrymfr.com

tjm@thaijewelrymfr.com Platinum, Gold & Silver Jewelry

6

WICHANUN&FAMILY
CO., LTD

www.wichanun-
family.com

Duanjai.gamily@gmail.co
m

Handmade Artificial Flowers

7

Yamahara Group Co.,
Ltd.

Mr. Parinya Yamahara
 (Managing Director  )

http://www.yama
haragroup.co.th

kooji@yamaharagroup.co
.th

Mangowood Vase,
Aroma Oil Burner,
Bags made of Natural
 Materials 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://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（2015.9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　№1804 日経BP社 2015/08/21

2 飛龍　日本香港協会ニュース　№80 日本香港協会 2015/08/24

3 在マレーシア日系企業ディレクトリー2014
日本貿易振興機構（JETRO）
クアラルンプール事務所

2015/08/24

4
海外展開一貫支援ファストパス制度
紹介先支援機関の支援サービスのご案内

経済産業省　外務省 2015/08/24

5 KISC　夏号2015 公益社団法人　かごしま産業支援センター 2015/08/26

6 会報　vol.66　2015年夏季号
一般財団法人　九州地域産業活性化セン
ター

2015/08/26

7 TSR情報　№2554 東京商工リサーチ 2015/08/27

8 日経ビジネス　№1805 日経BP社 2015/08/28

9 HONG KONG LINER　№70 香港経済貿易代表部 2015/08/31

10 台湾情報誌　交流　vol.893 公益財団法人　交流協会 2015/08/31

11 TSR情報　№2555 東京商工リサーチ 2015/09/03

12 青森県の貿易 青森貿易情報センター 2015/09/03

13 商工金融　第35巻 商工総合研究所 2015/09/03

14 日経ビジネス　№1806 日経BP社 2015/09/04

15 月刊　グローバル経営　№391
一般社団法人　日本在外企業協会（日外
協）

2015/09/07

16 AFCフォーラム　９ 日本政策金融公庫 2015/09/07

17 中華民国　台湾投資通信 中華民国　経済部　投資業務処 2015/09/07

18 ハーモニー　vol.03 公益財団法人　日本関税協会 2015/09/07

19 中小企業振興 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2015/09/08

20 TSR情報　№2556 東京商工リサーチ 2015/09/10

ライブラリー近着図書(H27.8.21～H27.9.20)

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(H27.8.21～H27.9.20)

21 日経ビジネス　№1807 日経BP社 2015/9/11

22
鹿児島本格焼酎輸出促進事業海外市場調
査報告書～上海編～

鹿児島県観光交流局かごしまPR課 2015/9/11

23
鹿児島本格焼酎輸出促進事業海外市場調
査報告書～香港編～

鹿児島県観光交流局かごしまPR課 2015/9/11

24 2020年の中国と日本企業のビジネス戦略 JETRO 2015/9/14

25 ジェトロセンサー　10月号 日本貿易振興機構 2015/9/14

26 ジェトロセンサー世界貿易投資報告2015 JETRO 2015/9/14

27 TSR情報　№2557 東京商工リサーチ 2015/9/17

28 財界九州　№1093 ㈱財界九州社 2015/9/17

29 韓国経済の基礎知識　第2版 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2015/9/18

30 アジ研　ワールド・トレンド　№240 日本貿易振興機構　アジア経済研究所 2015/9/18

31 KER経済情報　9月号 株式会社　鹿児島経済研究所 2015/9/18

32 日経ビジネス　№1808 日経BP社 2015/9/18
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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 10 月現在＞

２．指定保税地域の指定について

【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】

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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【外国貿易コンテナ】

☆☆☆ 鹿児島港（谷山）発着 国際コンテナ航路 ☆☆☆

毎週 （木曜日） 鹿児島港発 ～ （日曜日） 国際ハブ港 高雄港着

琉球海運㈱ 船名 “みやらびⅡ”

  

【ランプウェイ荷役（船内へシャーシで船積み）】 【ヤードでのコンテナ荷役】

平成 26 年 6 月より開始の鹿児島初の定期国際コンテナ航路は、琉球海運㈱所有大型 RO-RO 船

“みやらびⅡ”（国際トン数２２，６００トン）にて、鹿児島県の物流の中心地「鹿児島港（鹿児島市谷

山）」と国際コンテナ船のハブ港である「高雄港（台湾）」間を毎週 1 便運航させて頂いております。

（輸入）高雄発  日曜日 ～ 鹿児島着 火曜日

（輸出）鹿児島発 木曜日 ～ 高雄着  日曜日朝

国内外でまだまだ知名度は低い「鹿児島港国際コンテナ航路」ではございますが、航路開設以来はじ

めて平成 27 年 7 月単月で 500TEU（空コンテナ含）以上の取扱させて頂き、徐々に鹿児島港ご利用のお

客様に利便性をご理解いただいているところです。

また、本年 7 月から ㈱MOL JAPAN 様との提携の中高雄経由香港向けの航路が刷新され、

鹿児島～香港間を 5 日間で到着するサービスを開始いたしました。

（輸出）鹿児島発 木曜日 ～ 香港着 火曜日

鹿児島港国際コンテナ航路について今後益々のご利用頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。              

☆☆☆ 詳しくは、「株式会社 共進組」 ホームページをご参照願います。☆☆☆

http://www.kyoshingumi.co.jp/taiwanline.html
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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】：１１１社（平成２７年９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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