
 

 

 

 

２０１6．４ 

貿易ニュース鹿児島 

Kagoshima Trade News 

Contents 
 

Information……………………………………………………………  １ 

ライブラリー近着図書資料情報……………………………………   ７ 

鹿児島税関支署管内貿易情報(２月分) ……………………………  ９ 

外国貿易コンテナ（鹿児島・川内・志布志）…………………… ２２ 

貿易相談のご案内…………………………………………………… ２８ 

新規入会会員募集のご案内………………………………………… ２９ 

引き合い情報・企業情報等を掲載しているホームページ……… ３０ 

通訳・翻訳/メーリングリストのご案内……………………………３１ 



【Information】

ジェトロ新興国進出支援課　グローバル人材班（担当：丸﨑，安藤）

TEL: 03-3582-8355    FAX: 03-3583-1630

E-mail: bdb-global@jetro.go.jp

台湾貿易センター東京事務所

TEL：03-3514-4700　　FAX：03-3514-4707

E-Mail：tokyo@taitra.gr.jp

第26回 台北国際食品見本市 (FOOD TAIPEI 2016)」 参加登録のご案内 

お問い合わせ

2016年度「国際化促進インターンシップ事業」派遣インターン募集説明会 

お問い合わせ

 ジェトロは経済産業省委託「国際化促進インターンシップ事業」（日本人派遣インターンシップ）を 

HIDA（海外産業人材育成協会）と共に実施します。 

 本事業は、変化が早く多様性に富む新興国市場においてビジネス展開を担う即戦力の育成、 

および現地でのコネクション獲得、市場調査の機会として活用いただきたいと考えております。 

日本企業の海外展開に向けた体制を強化し、インターンが日本と当該国の将来の架け橋となる 

ことを目指します。 
 

 企業の海外展開や国際即戦力となる人材の育成にご関心のある方のご参加をお待ちしています。  

 東京会場（午前・午後の部） 福岡会場 大阪会場 名古屋会場 
 

【福岡会場開催概要】 

日時： 4月20日（水）13：30～15：00（受付開始：13：00）  

プログラム:13：30～13：40 開会挨拶：経済産業省・ジェトロ福岡  

       13：40～14：15 事業概要説明  

       14：15～14：30 インターンによる経験談  

       14：30～15：00 質疑応答  

会場:  リファレンス駅東ビル3階 H会議室（福岡市博多区博多駅東1丁目16-14）  

定員:  70名 （先着順）  

受講料： 無料  

主催 ： ジェトロ、海外産業人材育成協会（HIDA）  

 開催第26回目となるFOOD TAIPEI 2016は再びTAIPEI PACK（台北国際包裝工業展）、FOOD 

TECH & PHARMATECH Taipei（台北国際食品加工設備と製薬機械展）、Taiwan HORECA（台湾 

国際ホテル及び飲食店設備用品展）と同時開催となります。この機会にご参加ください。 
 

【開催概要】 

日時：6月22日（水）～25日（土） 

会場：台北世界貿易センター南港展示ホール 1Ｆ・4Ｆ（台北市南港区経貿二路1号） 

主催：中華民国対外貿易発展協会(TAITRA台湾貿易センター台北本部) 

出展品目：生鮮青果、農産物加工品、家禽製品、シーフード、食肉と食肉加工品、食用油、乳製品、 

健康食品、冷凍食品、缶詰類、焼き菓子、ビスケット、ワイン・アルコー ル飲料、コーヒー・紅茶、 

ジュース・清涼飲料、アイスクリーム、調味料及び菓子類 

URL：http://www.foodtaipei.com.tw/ 
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Tel：03-3582-8351 Fax：03-5572-7044 

ジェトロ・ヘルスケア産業課 （担当：町田、シッチ、佐藤）

Tel：03-5562-1591/1592 Fax：03-5562-1572

【Information】

フィリピン大使館商務部　担当：野中・安次嶺（あしみね）

E-mail：nonaka.hidehiko@philippinetrade.org

「国際家具・雑貨展 Manila FAME」のご案内 

  フィリピン政府機関 国際貿易展示会局（CITEM）が主催する 「国際家具・雑貨展 Manila FAME」 が 

フィリピン（マニラ）で開催されます。Manila FAMEは年に2回開催されるフィリピン最大規模の家具・ 

雑貨展示会です。 
 

【開催期間】 

日時：4月21日（木）～24日（日） 9：00 ～ 18：00  

出展業種：家具、雑貨のほかインテリア小物、ギフト商品、ファッションアクセサリー、 

       パーソナルケア関連商品など 詳細案内書及び参加申込書は下記URLをご覧ください。 

       http://www.asean.or.jp/ja/trade-info/p_manilafame2016/ 

 

 

 

 

お問い合わせ

お問い合わせ

2016 BIO International Convention出展のご案内 

 米国のバイオ・製薬関連企業・機関への販路開拓、ライセンスアウトにご関心のある方は、ぜひ 

参加をご検討ください。 

 

【開催概要】 

会期：6月7日（火）～9日（木） 

※パートナリングシステムを活用した商談は会期より1日前倒しし、6月6日（月）～9日（木）予定 

開催地：米国・サンフランシスコ 

会場：Moscone Center 

対象出品物：バイオ分野の製品・サービス・技術 

主催者：BIO（全米バイオ産業協会） 

前回実績：参加者数 15,858人（69カ国）、出展者数 1,800企業・団体、パートナリングシステムによる 

商談数 29,279件 

定員：18社（予定） 

参加費：中堅・中小企業料金：495,000円   

      一般料金：715,000円 

申込締切：4月28日(木） 

詳細は下記URLをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/events/sid/59f580a335339092.html 
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公益財団法人日本関税協会長崎支部

KOTRA韓国貿易センター(大阪)担当者：ジョンソンイル

TEL: 06-6262-3831    FAX: 06-62624607

E-mail: jsi@kotra.co.jp

TEL：095-825-0557 FAX：095-825-1748

【Information】

お問い合わせ

お問い合わせ

「2016 韓国（大邱）優良中小企業商談会」のご案内 

    韓国屈指の工業都市・大邱広域市より品質が優れ、競争力を有する韓国企業（サプライヤー）が 

来日し商談会を開催いたします。韓国企業達とお会いして新たなビジネスチャンスを見つけてみま 

せんか。 
     

【開催概要】                                                                                                                     

 日時: 4月 19日(火) 10:00 ～ 17:00 

 場所: ホテル日航大阪 ４階、孔雀会場 (事前申込制､参加無料、通訳あり) 

               (http://www.hno.co.jp －地下鉄心斎橋駅) 

 主催: KOTRA韓国貿易館、大邱広域市、中小企業振興工団      

 参加企業: １０社 

（IT関連）  スマートスタンプ、広告関連ソフトウェア、音源Uploadクラウドサービス、農業用ICT技術  

（その他）産業用ゴム製品、各種機械部品加工、ファインセラミックス、Bluetooth イヤホン、 

                  プロジェクター機能拡張パーツ、コーヒー、機能性塩 
  
 

 

  関係企業の新入社員や人事異動で新たに貿易業務を担当することとなった方々を対象に、貿易 

関係の主要行政機関である「税関」について早期にご理解いただくことを目的に毎年開催している 

ものです。なお、ご希望者多数の場合は調整させていただきます。（ご希望に添えない場合に限り 

事務局から連絡します） 
 

【開催概要】 

日 時：4月22日(金) 15：00～16：30 

場 所：長崎税関 3F 共用会議室 

定 員： 30名 

内 容： ① 税関業務の概要説明（税関担当職員による説明及びDVD 放映） 

内 容： ② 麻薬探知犬のデモンストレーション及び税関展示室見学 

     （麻薬探知犬見学は公務の都合により実施できない場合もあります。） 

申込締切：4月15日（金） 

申込は下記URLをご覧ください。 

http://www.kanzei.or.jp/nagasaki/nagasaki_files/pdfs/shibuho/mp/mp412.pdf 

 

 

税関業務説明会の開催のご案内 
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E-mail: ngs@jetro.go.jp

TEL: 095-823-7704     FAX: 095-828-0037

ジェトロ長崎（担当：上田、小杉）

【Information】

（社）韓国貿易協会東京支部「韓国商品展示・商談会」事務局

TEL: 03-6869-7008   FAX: 03-6869-7007
お問い合わせ

お問い合わせ

「第15回 韓国商品展示・商談会」開催のご案内 

貿易実務講座（基礎応用編）のご案内 

     農水産・食品、医療・健康・美容用品、生活用品・雑貨、電気・電子・IT、機械・部品・環境関連等の 

 企業 約89社のミッションが来日する運びとなりました。今回のミッションは、京畿道、慶尚南道、 

 大邱広域市、釜山広域市、仁川広域市、蔚山広域市、全羅北道から厳選された優良中小企業が、 

 優れた商品と 共に参加致します。 
   

【開催概要】 

 日 時：4月19日(火)・4月20日(水) 

 時 間：10:00～17:00（休憩時間 12:00～13:00） 

 場 所：東京都千代田区丸の内3-5-1        東京国際フォーラムホールE(2)「旧展示ホール2」    

 入場料：無料  ※事前予約制 

 主 催：社団法人韓国貿易協会、京畿道含む7自治体  

 後 援：日本貿易振興機構(ジェトロ)、一般社団法人日本貿易会、 

                一般社団法人日韓経済協会、日刊工業新聞社   
  

※事前の商談アポイントをお願いしておりますので、参加申込書にご記入の上、 

  4月8日(金)までにFAXでお申込みください。 

 ※申込み先着1,000名様に記念品を差し上げます。 

 ※ Homepage及び出展企業確認 : http://www.koreangoods.org 

       経験豊富な講師が、貿易実務の基本的な要素と各手続き等の重要性を確認しながら、貿易 

    実務の基礎を復習いただくための演習を交えて分りやすく解説します。 

 

   【開催概要】 

    日時 ： 5月19日（木）～5月20日（金）各日9：30～16：30 

    場所 ：佐世保商工会議所3階  会議室（佐世保市湊町6-10） 

    内容 ：市場調査と信用調査 

        輸出入にかかる法規制 

        成約に向けた交渉の流れと契約書作成にかかる留意点 

        インコタームズとコスト計算   

        代金決済手段の解説とその使い分け 

        貿易輸送と通関、保険  

        その他リスク・クレーム対応等 

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

   主催・共催：共催 ジェトロ長崎、公益財団法人日本関税協会長崎・門司支部、 

        一般社団法人長崎県貿易協会、 佐世保商工会議所、 佐世保港貿易振興協会  

    参加費 ：（主催団体の会員）：無料、（一般）：2,000円（2日分、資料代含む） 

      ※当日会場にて現金でお支払い願います。 

    定員： 30名（先着順） 

     ※定員に達した場合のみご連絡します  
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URL

【Information】

4月26日（火）～
4月28日（木）
東京ビッグサイト

◇JFW インターナショナル・ファッション・フェ
ア（JFW-IFF）
【繊維・衣料、皮革、履物、アクセサリー、子
供・ベビー用品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JFWIFF_49435

4月20日（水）～
4月22日（金）
東京ビッグサイト

◇MEDTEC Japan 2016
【医療・病院用機器、精密・測定・試験機器】

開催期間 見本市名

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MEDTECJapan_49087

4月20日（水）～
4月22日（金）
幕張メッセ

◇TECHNO-FRONTIER 2016
【精密・測定・試験機器、電気・電子、製造・
生産技術】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TECHNOFRONTIER2016_49
019

4月20日（水）～
4月23日（土）
インテックス大阪

◇INTERMOLD 2016 (第27回金型加工技術
展) / 金型展2016
【工作機械、金属加工、金型、精密・測定機
器】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/INTERMOLD2016_48837

5月11日（水）～
5月13日（金）
東京ビッグサイト

第10回 Web&デジタル マーケティングEXPO
【春】【通信、情報処理、コンピュータ、マーケ
ティング】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Web_47866

5月11日（水）～
5月13日（金）
東京ビッグサイト

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/hobbyshow2016_49217

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/SODEC_47860

第25回 ソフトウェア開発環境展
【通信、情報処理、コンピュータ】

第15回 ライフサイエンス ワールド
【医薬品、製薬・製剤、薬学】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/LifeScience_48034

4月28日（木）～
4月30日（土）
東京ビッグサイト

◇第40回 2016 日本ホビーショー
【趣味、手工芸品】

5月11日（水）～
5月13日（金）
東京ビッグサイト

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/TrialManufacturing_48970

5月11日（水）～
5月13日（金）
神戸国際展示場

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IJK_49040

5月12日（木）～
5月13日（金）
大田区産業プラザ
PiO

試作市場(しさくいちば) 2016
【製造・生産技術、金属加工】

第20回 神戸国際宝飾展 - 20th
INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE
【宝石、貴金属、アクセサリー、時計】

見本市情報 

～国内開催見本市～ 
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6月9日（木）～
6月12日（日）
韓国 / ソウル

The 31st Korea World Travel Fair
【観光、旅行、手工芸品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/KOTFA2016_50707

5月25日（水）～
5月29日（日）
タイ / バンコク

Thaifex-World of Food Asia 2016
【食・飲料、食品加工、農林水産業、ケータリ
ング、フランチャイズ】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Thaifex_48672

6月3日（金）～
6月6日（月）
フランス / カンヌ

MIDEM 2016【音楽、通信、コンピュータ】
https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MIDEM2016_48773

6月3日（金）～
6月6日（月）
米国 / ラスベガス

JCK Las Vegas 2016【宝石、貴金属】
https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/JCK_48373

6月1日（水）～
6月4日（土）
中国 / 上海

第21回中国国際キッチン＆バス設備展覧会
【建築・建設、衛生設備、空調、給排水】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Kitchen_48123

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/IPACKCASPIAN_50153

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/CBE_50482

6月6日（月）～
6月10日（金）
ギリシャ / アテネ

The International Shipping Exhibition
【造船、港湾関連機器、各種小型船舶、コン
ピュータ、産業安全】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/Posidonia2016_46489

5月19日（木）～
5月21日（土）
アゼルバイジャン
/ バクー

5月31日（火）～
6月10日（金）
ドイツ / デュッセ
ルドルフ

国際印刷・メディア産業展 - no. 1 for print
and crossmedia solutions
【印刷・出版、製紙機械、産業用機器、紙・紙
製品、包装】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/drupa2016_38548

5月18日（水）～
5月20日（金）
中国 / 上海

CHINA BEAUTY EXPO 2016
【化粧品、美容関連用品、香水、店舗用機
器、包装】

Caspian International Exhibition"Packaging,
Tare, Label and Printing"
【包装、印刷、産業用機器・設備】

【Information】

5月17日（火）～
5月21日（土）
ブラジル / サンパ
ウロ

31st International Machinery Trade Fair
【工作機械、産業用機器、測定機器】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/MECANICA2016_48520

見本市名 URL開催期間

～海外開催見本市～ 

見本市情報 
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https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/IPACKCASPIAN_50153
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/CBE_50482
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/CBE_50482
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/Posidonia2016_46489
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/Posidonia2016_46489
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/drupa2016_38548
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/drupa2016_38548
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/MECANICA2016_48520
https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/MECANICA2016_48520


番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 カンボジア経済の基礎知識 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2016/02/22

2
フード･エキスポ2016
インターナショナル・ティー・フェア2016出展
のご案内

香港貿易発展局 2016/02/22

3 財界九州　3月号 ㈱財界九州社 2016/02/22

4 中小企業輸出支援ハンドブック 経済産業省 2016/02/22

5 中小企業振興　第1162号 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2016/02/23

6 日本貿易会月報　2月号 一般社団法人日本貿易会 2016/02/23

7 TSR情報　№2579 東京商工リサーチ 2016/02/25

8 日経ビジネス　№1830 日経BP社 2016/02/26

9 KISC　2016冬号 公益財団法人　かごしま産業支援センター 2016/02/29

10 HONG KONG LINER №72 香港経済貿易代表部 2016/02/29

11 THE SHOCHU HANDBOOK CHRISTOPHER PELLEGRINI 2016/03/02

12 台湾情報誌　交流　vol.899 公益財団法人　交流協会 2016/03/03

13 TSR情報　№2580 東京商工リサーチ 2016/03/03

14 台湾の経済　2015 公益財団法人　交流協会 2016/03/03

15 商工金融　2月号 一般財団法人　商工総合研究所 2016/03/04

16 日経ビジネス　№1831 日経BP社 2016/03/04

17 月刊　グローバル経営　№396 一般社団法人日本在外企業協会（日外協） 2016/03/07

18 AFCフォーラム　3月号 日本政策金融公庫 2016/03/07

19 ハーモニー　vol.1 公益財団法人日本関税協会 2016/03/07

20 中華民国　台湾投資通信　vol.246 中華民国　経済部　投資業務処 2016/03/07

ライブラリー近着図書(H28.2.21～H28.3.20)

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。
掲載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受け付けております。
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(H28.2.21～H28.3.20)

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。
掲載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受け付けております。
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。

21 中小機構　中小企業振興　1163号 独立行政法人　中小企業基盤整備機構 2016/03/07

22 徳島貿易ニュース　№72 ジェトロ徳島貿易情報センター 2016/03/10

23 TSR情報　№2581 東京商工リサーチ 2016/03/10

24 地域団体商標事例集　2016
経済産業省
特許庁

2016/03/10

25 日経ビジネス　№1832 日経BP社 2016/03/11

26 模倣対策マニュアル　ロシア編 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2016/03/11

27 ジェトロセンサー　4月号 日本貿易振興機構（ジェトロ） 2016/03/14

28 INVEST ASIA　vol.2 SOLTEC TRADING CO.,LTD. 2016/03/14

29 JBIC Today February 株式会社国際協力銀行 2016/03/15

30 TSR情報　№2582 東京商工リサーチ 2016/03/17

31 KER経済情報　3月号 株式会社鹿児島経済研究所 2016/03/17

32 アジ研　ワールド・トレンド　4月号 日本貿易振興機構アジア経済研究所 2016/03/17

33
貿易実務オンライン講座
5分でわかる！貿易のまめ知識

日本貿易振興機構（ジェトロ） 2016/03/18

34 日経ビジネス　№1833 日経BP社 2016/03/18
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☆☆☆ 鹿児島港（谷山）発着 国際コンテナ航路 ☆☆☆ 

平成２８年３月１日「鹿児島港国際コンテナヤード」開設 

場所：鹿児島市谷山港１丁目２４ ㈱共進組 谷山港支店  

  

  【平成２８年３月１日 開所式 風景】  【鹿児島港国際コンテナヤード内荷役風景】 

 

平成２８年３月１日 鹿児島市谷山港１丁目２４（谷山１区８号岸壁近隣）に、琉球海運㈱鹿

児島代理店の「㈱共進組」が「鹿児島港国際コンテナヤード」を開設致しました。 

 当鹿児島港国際コンテナヤードは、国際コンテナを約２００本（TEU）集積するコンテナヤ

ードとして機能することはもとより、今まで鹿児島港に無かった「リーファーコンテナプラグ（温

度管理を行えるコンテナの電源供給施設）」を４８本常設しております。 

TPP締結を間近にした昨今、「鹿児島県産の農林水産品」の「新たなる輸出入貿易拠点」が稼

動する運びとなりました。 

 鹿児島市内及び南薩摩地域、鹿児島港に航路がある離島の皆様方に、最短距離でご利用できる

港の補完機能「鹿児島港国際コンテナヤード」。  

当鹿児島港国際コンテナヤードにリーファーコンテナプラグが備わることで、国内輸送費軽減

やリードタイム短縮、CO2削減効果をも得られる、新たな物流サービスをご提供させて頂きた

いと思います。また、平成２８年３月２６日 コンテナ荷役機材「リーチスタッカー」を導入し、

より円滑なヤード運営を取り組んでおります。 

 

【４８本常設したリーファーコンテナプラグ】 【リーファーコンテナプラグの使用状況】 
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☆☆☆ 平成２８年３月２６日導入 ユニキャリア製 リーチスタッカー ☆☆☆ 

  

 

平成２６年６月から鹿児島港に就航した鹿児島初の定期国際コンテナ大型 RO-RO 船 

琉球海運㈱運航の船名「みやらびⅡ」。鹿児島市内の中心地「谷山港」から 世界第１４位の 

国際コンテナハブ港「台湾/ 高雄港」へ毎週１便往復 順調に運航させて頂いております。 

 

琉球海運㈱「みやらびⅡ」運航スケジュール （高雄港より世界各国へ繋がる鹿児島港） 

                       運航サービス「MOL JAPAN㈱」 

鹿児島発 毎週木曜日 １３時～    高雄港着  （３日間） 

                   香港着   （５日間） 

                   上海着   （６日間） 

                   シンガポール（９日間） 

高雄発  毎週日曜日 １３時～    鹿児島着  毎週火曜日 １７時着予定 

 

【お問い合わせ先】  鹿児島市谷山港１丁目２４ ㈱共進組 TEL 099-203-0390 

☆☆☆ 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。☆☆☆      

   

【ランプウェイ荷役（船内へシャーシで船積み）】   【現行トップリフターでの船側荷役風景】 
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＊＊＊ 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 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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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（昨年度補助金） 

（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，九州南東部に位置する，鹿児島県が管理する重要港湾です。

　　本港の後背地域は，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  

 

 

 

 

 ※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】：１１３社（平成２８年３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頁) 

\4,250～ 
\5,000～ 

(400 字/１項) 
韓国語 \3,400～ 

\4,000～ 

(400字/1頁) 

\4,250～ 
\5,000～ 

(400 字/１項) 
中国語 \3,400～ 

\4,000～ 

(400字/1頁) 

\5,500～ 
\6,500～ 

(400 字/１項) 
その他 \4,250～ 

\5,000～ 

(400字/1頁) 

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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