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【Information】

台湾貿易センター　福岡事務所

TEL：092-472-7461　　FAX：092-472-7463

E-Mail:fukuoka@taitra.org.tw

FAX：03-3514-4707  Mail：tokyo@taitra.gr.jp

台湾貿易センター東京事務所（担当：洪）

【台湾展示会】2016台北国際ベーカリー見本市 のご案内

お問い合わせ

オンライン商談無料アレンジサービスのご案内

お問い合わせ

今サービスは、バイヤーの皆様に安全なテレビ会議システムで日本にいながら台湾のサプライヤー

と直接顔を見て商談することが出来ます。皆様の調達条件に合わせて適切なサプライヤーを事前に

選定し、商談の手配を致します。 商談の当日は、弊センターの台北本部のスタッフの中から、御社専

門の担当者が付いてサポートをいたします。日本語が話せる台湾企業のみを紹介することも可能で

す。

【開催概要】

時間：3月31日（水）10：00～16：00

申込期限：2月19日（金）

[オンライン商談会のメリット]

・バイヤー様それぞれの調達希望条件に合わせてサプライヤーを選定します。

・オンタイムで直接サプライヤーの顔を見ながら商談を行うことが可能です。

・オンライン商談会を行うことによって、バイヤー様の出張費用や移動時間を最小限に抑えます。

・インターネットに接続可能なPCをお持ちであれば、どちらからでも商談会にご参加いただくことが可

能です。

[対象商談産業]

アパレル（セーター、靴下、タオル、アパレル、下着、水着、）かばん類、靴、寝具、家電、陶器、石材、

木竹製品、ファッションアクセサリー（帽子、スカーフ、手袋、傘類、カーテン、サポーター）等

※下記の添付ファイル用紙をダウンロードして申請願います。

Taiwantrade+Online+Trade+Meeting+Service（日）TK2016.doc  

台北国際ベーカリー見本市は昨年323社、1,298ブースのベーカリー関連業者が出展、そのうち

原材料業者が29%、設備器材が20%を占め、来場者数は140,186名を記録しております。今年も盛

り上がること間違いなしの台北国際ベーカリー見本市へ、ぜひ皆様のご参観お待ちしております。

【開催概要】

場所：台湾貿易センター南港展示ホール

開催日：3月10日(木)～3月13日(日) 10：00～18：00

出展項目：ベーカリー関連設備・加工機械・器具、原材料、食品(冷凍・冷蔵など)、コーヒー・飲料、

ベーカリーの名店による出展。

公式サイト

http://www.tibs.org.tw/en/index.asp

参観申し込み

◆参観のお申込み方法:

下記URLより直接お申込み頂くか、別紙必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてご返信下さい。

http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html
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台湾貿易センター　福岡事務所

E-Mail:fukuoka@taitra.org.tw

TEL：06-6262-3831 FAX：06-6262-4607 

E-mail：chakage1201@kotra.or.jp 

KOTRA韓国貿易センター(大阪) 担当者：キム・ソンイル

TEL：092-472-7461　　FAX：092-472-7463

【Information】

2016台北国際ベーカリー見本市 参観のご案内

台北国際ベーカリー見本市は昨年323社、1,298ブースのベーカリー関連業者が出展、そのうち

原材料業者が29%、設備器材が20%を占め、来場者数は140,186名を記録しております。今年も盛

り上がること間違いなしの台北国際ベーカリー見本市へ、ぜひ皆様のご参観お待ちしております。

【開催概要】

開催日：3月10日(木)～3月13日(日)10：00～18：00

場所：台湾貿易センター南港展示ホール（台北市南港区経貿2路1号）

出展項目：ベーカリー関連設備・加工機械・器具、原材料、食品(冷凍・冷蔵など)、コーヒー・飲料、

ベーカリーの名店による出展。

[公式サイト]http://www.tibs.org.tw/en/index.asp

◆参観のお申込み方法:

下記URLより直接お申込み頂くか、要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてご返信下さい。

http://www.taitra.gr.jp/event/taipei-form.html

お問い合わせ

お問い合わせ

SWEET 2016ーブース出展社/商談バイヤー/参観バイヤー募集のご案内

この度､標記展示商談会が３日間､光州の金大中コンベンションセンターにて開催されます｡つきまし

ては､是非ともご参加いただきたいと存じます｡ご関心をお持ちの方は､申込書に必要事項をご記入の

上､メールやファクスにてご返信いただきたいと存じます｡ 又､ご質問等がございましたらお気軽に下

記のお問合せ先までご連絡下さい｡

【商談会概要】

日時：3月16日(水)～3月18日(金)

会場：光州広域市 金大中コンベンションセンター

規模：20カ国200社500ブース

品目：太陽光,風力,太陽熱,スマートグリッド,水素,燃料電池,地熱,バイオエネルギー,未活用エネルギー,

エネルギー効率,海洋,ガス化複合技術,小水力,廃棄物,エネルギー効率向上 等

参観費用：無料（但し、事前登録が必要）

締め切り：2/19(土)又は定員になり次第

詳細は下記をご覧ください。

http://kotra.or.jp/14267.html
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E-mail：sia-project@jetro.go.jp

TEL：092-473-2005 FAX：092-473-2007 

【Information】

ジェトロ・サービス産業課（担当：尾﨑、下笠）

KOTRA韓国貿易センター(福岡) 担当者：ムナカタ・アユミ

E-mail：munakata@kotra.or.jp

Tel：03-3582-5238 Fax：03-5572-7044

お問い合わせ

お問い合わせ

【教育セミナー】金融編「外国（貿易）為替のご案内

標記展示会が韓国仁川にて開催されます。参加ご希望の際は、参加申込書に必要事項をご明記

の上、お申込み。ビジネス拡大及び情報収集にも絶好の機会であると存じますので、是非ご参加ご

検討ください。

【商談会概要】

日時：3月23日(水)～25日(金) 3日間

*商談会開催：3月23日(水)

会場：仁川(インチョン) ソンドコンベンシア

規模：230社/350ブース/8,416 sqm

展示および商談対象品目：接着剤、粘着材、フィルム/シート、コーティング剤/原料、塗料各種、防水、

ケミカル原料、化学関連装備、ナノ 他

商談会参加申込み：2月19日(金)

※下記支援あり

１．航空運賃：1社1名様、50％支援（エコノミー基準、最大20,000円まで）

2．宿泊支援※ 詳細は決まり次第、別途ご案内いたします

3．商談会無料通訳支援

4．事前にバイヤーズガイド配布 (旅程等詳細を記載※英語予定)

5．事後支援（商談企業との業務連絡等）

詳細お申込は（http://kotra.or.jp/14277.html）をご参照ください。

本ミッションでは、最新の市場の視察、各分野の専門的情報の提供を行い、これから英国、ドイツへ

の進出をご検討されている企業様の市場参入をご支援します。是非、皆様のご参加をお待ちしています。

【開催概要】

日時：3月18日（金）～3月22日（火）

※現地集合・現地解散となります。

訪問都市：ドイツ・デュッセルドルフ、英国・ロンドン

対象者：英国、ドイツへの進出を検討中または検討予定の外食産業企業

参加費：現地集合後から現地解散までの旅行代金の目安としては、20万円～25万円を想定しています。

・上記旅行代金には、日本～現地間の往復航空券、現地空港送迎、前泊・後泊費用は含まれません。

必要に応じて直接旅行会社にお申込ください。

・ジェトロメンバーズの皆様は10％割引となります。

定員：20名

※定員になり次第、締切らせていただきます。申し込みはお早めにお願いします。

申込締切：2月18日（木） 17：00 

詳細は下記をご覧ください。

https://www.jetro.go.jp/events/sia/da822769b7b3c61a.html

欧州（ロンドン、デュッセルドルフ）外食産業海外進出支援ミッションのご案内
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E-mail：mic@jetro.go.jp

Tel：03-3582-5542 Fax：03-3582-7508

ジェトロ環境・インフラ課 （担当：藤塚、安池、吉田）

【Information】

福岡商工会議所　経営支援・政策グループ

TEL：092-441-1146
お問い合わせ

お問い合わせ

「米国進出の留意点」（シリコンバレー編）のご案内

「シンガポール国際水週間2016・水エキスポ」出展募集のご案内

将来的に米国進出を視野に入れている起業家、具体的に進出を検討している起業家にぜひ聞いて

いただきたいセミナーです。

【開催概要】

日時：2月24日（水）18：00～20：00 （受付17：30～）

会場:：bb fukuokaビル6Ｆ会議室

参加費：1,000円

定員：30名

※定員となり次第受付を終了いたしますので、お早目にお申込みください。

予約方法

※事前予約が必要です。

詳細URL：http://www.fukunet.or.jp/event_schedule/event/schedule_detail.php?id=177

お電話（☎092-737-6360）、メール（E-mail y.fukazawa@hirotashoji.com）（担当：深澤）までお申込

ください。案内チラシ(http://www.fukunet.or.jp/wp_pdf/event/2016/0224_ibb.pdf）にご記入の上FAX

（092-732-9559）でもお申込みいただけます。

※メールもしくはFAXにてお申込みの場合・・・お申込みから3営業日以内に、確認メールをご返信

致します。3営業日以上経っても返信が無い場合は送信できていない可能性があります。その際は、

お手数ですが再度お申込みください。

世界中から水処理に関わる政策立案者、指導者、専門家、事業者等が一堂に会する世界有数の

「水」に関するイベントです。水処理技術のPR、新規取引先の発掘、水市場の情報収集の場として

是非ご活用ください。

【開催概要】

日時：7月11日（月）～7月13日（水）

場所：Sands Expo＆ Convention Center, Marina Bay Sands 

募集小間数：51小間程度※1小間は、12平米をご用意しております。

対象分野：水関連技術・サービス・その他水処理関連産業製品

参加費：出展料金（不課税）

・標準ブース（1小間あたり） 中小企業料金 467,000円、一般料金 700,000円

・スペースのみ（1小間あたり）※4小間以上の申し込みに限ります。

中小企業料金 288,000円、一般料金 432,000円

・アシスタントオプション（1名あたり）中小企業料金 22,000円、一般料金 33,000円

＜ジェトロ・メンバーズ特典＞

ジェトロ・メンバーズには、会員特別料金として次の条件のもと出展料の10％を割引します。

定員：51小間程度

※先着順

申込締切：2月26日（金） 17：00 

詳細はこちらhttps://www.jetro.go.jp/events/mic/cc5708d2456a541a.html
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https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The23rd_49430

3月9日（水）～
3月11日（金）
東京ビッグサイト

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FCSHOW_49186

3月12日（土）～
3月13日（日）
インテックス大阪

◇第23回 大阪アウトドアフェスティバル2016
【趣味、スポーツ、自動車、自動二輪車、
ボート、旅行】

◇第32回 フランチャイズ・ショー 2016
【フランチャイズビジネス、広告、マーケティ
ング、経営管理】

月3日（木）～
3月6日（日）
パシフィコ横浜
他

◇ジャパンインターナショナルボートショー
2016
【ボート、ボート用品、各種小型船舶、スポー
ツ】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JapanInternational_48987

3月8日（火）～
3月11日（金）
幕張メッセ

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERPHEXOSAKA_47922

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FCEXPO_47781

◇FC EXPO 2016 ～第12回 ［国際］水素・燃
料電池展～
【エネルギー、電気・電子、製造・生産技術、
貯蔵】

◇FOODEX JAPAN 2016 (第41回 国際食
品・飲料展)【食・飲料、食品加工】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/FOODEXJAPAN_47375

2月24日（水）～
2月26日（金）イン
テックス大阪

◇第2回 インターフェックス 大阪　医薬品・
化粧品・洗剤 研究開発・製造技術国際展
【医薬品、製剤、化粧品、精密・測定・試験機
器】

3月2日（水）～
3月4日（金）
東京ビッグサイト

URL

【Information】

2月19日（金）～
2月21日（日）東京
ビッグサイト

◇第50回 ジャパンゴルフフェア 2016【ス
ポーツ】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JGF2016_48852

2月16日（火）～
2月18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、自転車、フィットネス、衣料】

開催期間 見本市名

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERSTYLE_49440

2月16日（火）～
2月19日（金）東京
ビッグサイト

◇HCJ2016 (第44回国際ホテル・レストラン・
ショー/第37回フード・ケータリングショー/第
16回厨房設備機器展）
【ホテル、レストラン、ケータリング、店舗用
設備・機器、食・飲料】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/HCJ2016_46836

2月18日（木）～
2月19日（金）ATC
アジア太平洋ト
レードセンター

◇第9回 アグリフードEXPO 大阪 2016
【農林水産業、食・食品加工、物流、貯蔵、
保蔵、包装】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/The9th_48735

見本市情報

～国内開催見本市～
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【Information】

3月5日（土）～
3月8日（火）
米国 / シカゴ

◇International Home + Housewares Show
2016
【家庭用品、食卓用品、陶磁器等、衛生設
備】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/InternationalHome_44073

見本市名 URL開催期間

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIPIM2016_48599

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ITBBERLIN_48584

4月12日（火）～
4月15日（金）
シンガポール

◇International Trade Fair for Wines &
Spirits【飲料】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/ProWineAsia_49951

3月15日（火）～
3月18日（金）
フランス / カンヌ

3月18日（金）～
3月21日（月）
イタリア / ボロー
ニア

◇Cosmoprof Worldwide Bologna
【化粧品、美容関連用品、香水、保健産業、
保健用品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CosmoprofWorldwide_48515

3月9日（水）～
3月13日（日）
ドイツ / ベルリン

◇ITB BERLIN 2016
【観光・旅行、通信、情報処理、見本市・コン
ベンション産業関連】

◇MIPIM 2016【不動産、都市計画】

4月15日（金）～
4月17日（日）
米国 / ニューヨー
ク

◇International Vision Expo & Conference
NEW YORK
【眼科用機器・用品、光学、光工学】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/VisionExpo_48492

3月17日（木）～
3月20日（日）
トルコ / イスタン
ブール

◇WIN EURASIA Automation 2016【製造・生
産技術、電子、物流】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/WINEURASIA_47517

4月11日（月）～
4月17日（日）
ドイツ / ミュンヘン

◇bauma 2016 - 第31回国際建設機械・建設
資材製造機械・鉱業機械・建設車
　輛・関連機器専門見本市【建築、建設、そ
の他の産業用機器・設備】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/bauma2016_43845

4月5日（火）～
4月8日（金）
ロシア / モスクワ

◇22nd exhibition of building and finishing
materials 2016
【建設、衛生設備、照明】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MosBuild_48234

4月4日（月）～
4月7日（木）
フランス / カンヌ

◇MIPTV 2016【放送、映像、通信】
https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIPTV2016_48771

～海外開催見本市～

見本市情報
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昨年大筋合意したＴＰＰの参加国の中で、特に今後の経

済成長が見込まれる有望な市場としてベトナムに注目が

集まっています。本セミナーは、ベトナムの機械産業等の

現状や海外取引の実務、ＴＰＰの概要等について、判りや

すく解説いたします。また、個別相談会も開催します。 

中小製造業者の皆様、この機会に是非ご参加ください。 

ＴＰＰを事業拡大のチャンスに！

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演① 13:30～14:20 
 

「 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定の概要と海外市場開拓 」 
 

 講師  経済産業省 通商政策局 経済連携課 担当官 

 

 

 

 

講演② 14:25～15:35 
 

「 ベトナムの機械・部品産業の現状と販路開拓のための実務 」 
 

 講師  日本貿易振興機構（ジェトロ） ものづくり海外展開専門家 大塚 哲久 氏  
 
 

 

 

 

 

 

 

第１部 講 演（13:30～15:40） 

講演：80名程度／相談会：6社 
一般事業者（主に製造業）・支援機関担当者等 

※定員に達しましたら、受付を終了いたします。 

定員・参加対象 

１社あたり 30分程度 

 アドバイザー  ・日本貿易振興機構（ジェトロ） ものづくり海外展開専門家 大塚 哲久 氏  

・経済産業省 通商政策局 経済連携課 担当官 
※アドバイザーは、申込企業数により追加等を行う場合があります。 

第２部 個別相談会（15:50～17:00） 

ホテルパレスイン鹿児島 
（鹿児島市樋之口町 8-2  TEL 099-223-1111） 

会 場 

参加費 

無 料 

平成 28年 2月 16日（火） 
13:30～17:00   受 付 13:00～ 

講 演 13:30～15:40 

相談会 15:50～17:00 

日 時 

お問い合わせ 

お申し込み先 

（公財）かごしま産業支援センター 相談経営課   ※裏面に参加申込書があります。 

〒892-0821 鹿児島市名山町 9-1  TEL 099-219-1273 / FAX 099-219-1279 

昨年 10月に大筋合意に達したＴＰＰが成立すれば、日本を含む参加 12カ国の経済規模はＧＤＰ28兆ド

ルと、世界の約４割を占める巨大な自由貿易経済圏となります。ＴＰＰを活用した海外での市場開拓を促進

するため、経済産業省関連分野における大筋合意内容について解説します。 

大塚氏プロフィール： 2006 年、株式会社ダイフク入社。搬送機器の制御設計に携わる。

2009 年、株式会社ＮＣネットワーク入社。2010 年 9 月、ＮＣネットワークベトナム設立に伴

い、ベトナムに赴任。ベトナムにおいては、日系製造業の進出や調達の支援事業を展開

し、約 20社の調達や進出を支援した実績を持つ。1,000社を超えるベトナム企業情報と調

査ノウハウを有しており、それがベトナムでの事業展開の強みとなっている。 

東南アジアのＴＰＰ参加国 

シンガポール 

ベトナム 

ブルネイ 

マレーシア 

主催：鹿児島県、   
鹿児島県国際航路開設促進協議会  

個別相談会は、事前のお申込みが必要です。 
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 FAX 099-219-1279 まで送信ください。 

このまま FAXで 

 お問い合わせ先 （公財）かごしま産業支援センター 相談経営課 山澤津(やまさわつ)・下畝(しもせ) 

〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町 9-1 TEL：099-219-1273 / FAX：099-219-1279 

 下記項目をご記入ください。 

F A X T E L 

所 在 地 

貴 社 名 

E-MAIL 

役 職 名 

参 加 者 

ご 氏 名 セミナー 個別相談会 

参 加 

・ 

不参加 

参 加 

・ 

不参加 

 個別相談会にお申込みの方は、希望アドバイザーを選択のうえ、相談内容をご記入ください。 

※１ 個別相談会については、状況に応じてアドバイザーの調整をさせていただくことがあります。 

※２ ご記入いただいた内容は、かごしま産業支援センターが今後行う研修等のご案内に使用させていただくことがあります。 

※３ 会場の駐車場が満車の場合は提携駐車場（トラストパーク天文館）をご利用いただけますが、数に限りがありますので、 

できるだけ公共交通機関でご来場ください。（提携駐車場の利用にあたりましては、ホテルにお問い合わせください。） 

アドバイザー ジェトロ 大塚 氏  ・ 経済産業省 担当官  ・  どちらでも可 

相 談 

内 容 

お申し込みは、 
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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

BANGKOK
AGRICULTURAL
PARTNER CO.,LTD.

 MR. KARN
PREEYANON
役職(GENERAL
MANAGER)

karnpreeya@gmail.com Dried&Smoked Seafood,Ready-to-eat
Seafood,Frozen Seafood

2

PIONEER
INDUSTRIAL
CORPORATION
LTD.

MR. SOPHON
LIMLERTPHOLABOON

http://www.pione
er-industrial.com

pioneer@mozart.inet.co.
th

 Plastic Houseware

3

PRECOCIOUSS
CO.,LTD.

KHUN TIA http://www.saraff
global.com

trading.exe@saraffglobal
.com

 Sesame Seeds,Peanuts,Castor Oil

4

ROYI SAL CO.,LTD. http://www.royisa
l.com

sales2@royisal.com Silver Jewelry,Fashion Jewelry

5

 SIAMPLUS
COCONUT OIL
CO.,LTD.

SALE & MARKETING http://www.siamp
luscoconutoil.com

sales@siampluscoconut
oil.com

 Cold Pressed Organic Extra Virgin Coconut Oil

6

 VET PLANET
CO.,LTD.

KHUN THANAWAN
SUPABUNNAPONG
役職(SALES
SUPERVISOR
EXPORT )

thanawansupa@gmail.co
m

Cat Food

7

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

http://www.yooli
msilver.com

jewelry@yoolim.co.th 925 Sterling 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（2016.1月分)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 TRADE FAIRS IN JAPAN 2016-2017 Japan External Trade Organization 2015/12/21

2 日本の専門見本市　2016-2017 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2015/12/21

3 日本貿易会月報　12月号 一般社団法人　日本貿易会 2015/12/21

4 中小企業振興　第1158号 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2015/12/21

5 財界九州　№1096 ㈱財界九州社 2015/12/21

6 ちゅうきんだより　2015冬号 株式会社商工組合中央金庫 2015/12/24

7 TSR情報　№2571 東京商工リサーチ 2015/12/24

8 日経ビジネス　№1822 日経BP社 2015/12/25

9 農林水産物・食品の輸出取組事例 農林水産省 2015/12/28

10 メッセ海外通信　vol.35
日本貿易振興機構（ジェトロ）
山口貿易情報センター

2015/12/28

11
鹿児島税関支署　管内貿易概況（速報値）
平成27年11月分

鹿児島税関支署 2015/12/28

12 飛龍　№81 日本香港協会 2015/12/28

13 薩摩川内　№264・266・268 広報　薩摩川内 2015/12/28

14 中小企業振興　第1159号 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2016/01/04

15 JBIC Today December 2015 株式会社　国際協力銀行 2016/01/04

16 台湾情報誌　交流　vol.897 公益財団法人　交流協会 2016/01/04

17
農林水産物・食品輸出環境課題レポート
（2014/2015）

農林水産省 2016/01/07

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。

ライブラリー近着図書(H27.12.21～H28.1.20)
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

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。

ライブラリー近着図書(H27.12.21～H28.1.20)

18 TSR情報　№2572 東京商工リサーチ 2016/01/07

19 日経ビジネス　№1823 日経BP社 2016/01/08

20 月刊　グローバル経営　№395
一般社団法人　日本在外企業協会（日外
協）

2016/01/12

21 AFCフォーラム　1月号 日本政策金融公庫 2016/01/12

22 中華民国　台湾投通信　vol.244 中華民国　経済部　投資業処 2016/01/12

23 徳島貿易ニュース　№71 ジェトロ徳島貿易情報センター 2016/01/12

24 TSR情報　№2573 東京商工リサーチ 2016/01/14

25 そうしんビジネスレポート№35 鹿児島相互信用金庫 2016/01/15

26 日経ビジネス　№1824 日経BP社 2016/01/15

27 ジェトロセンサー　2月号 日本貿易振興機構 2016/01/18

28 アジ研ワールド・トレンド　2月号 日本貿易振興機構アジア経済研究所 2016/01/18

29 TSR情報　新春2016特集 東京商工リサーチ 2016/01/18

30 財界九州　№1097 財界九州 2016/01/18

31 KER経済情報　1月号 株式会社　鹿児島経済研究所 2016/01/18

32 KER　経済年鑑　2016 株式会社　鹿児島経済研究所 2016/01/18

33 TSR情報　№2574 東京商工リサーチ 2016/01/21

34 中小企業振興　第1160号 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2016/01/22

35 日経ビジネス　№1825 日経BP社 2016/01/22
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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 28 年 2 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)

-48-



【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

-49-



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㈱谷山営業所

通 関 梅木 洋一郎 ㈱共進組沖縄営業部台湾営業課次長

通 関 川上 恵朗 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１２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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