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韓国人はチキンとビール好き？  

 

（一財）自治体国際化協会ソウル事務所 

  鹿島 兼豪 

 

皆さん、初めまして。今年４月に鹿児島県からクレアソウル事務所に赴任して参りました

鹿島と申します。コロナ禍での渡航でしたので、入国後は韓国政府の検疫政策により 14日

間の自宅隔離と２回の PCR 検査がありましたが、無事に着任することができました。韓国

に来てから早いもので４か月が過ぎましたが、今回は４か月の韓国生活で気になったこと

などを皆さんにお届けしたいと思います。 

なお、文中の意見に関する部分については、あくまで私個人の見解であることをご留意い

ただけると幸いです。 

 

１．チキン+ビール＝チメク  

韓国の食べ物というと「キムチ」や「サムギョプサル」、「タッカルビ」、「サムゲタン」、

「キムパッ」などが有名ですが、それに負けずとも劣らず、韓国では「チキン」がとても人

気があります。「チキン」は、衣に香辛料を混ぜて、油で揚げたいわゆるフライドチキンで

す。ヤンニョム（甘辛いタレ）に絡めたものなど、様々な味が楽しめます。 

韓国には、このチキンを食べる専門店が数多くあります。また、昔からデリバリー文化が

発達している韓国では、家だけでなく屋外でも受け取ることができるため、公園などでもチ

キンを受け取る姿をよく目にします。 

このチキンに合う飲み物といえば、ビールではないでしょうか。韓国のビールというと、

以前は「少し味が薄く物足りない」という声を聞きましたが、最近ではより苦みやコクのあ

る、日本人好みのビールが販売されるようになりました。韓国には「チメク（チキン＋メク

チュ（＝ビール）という韓国語があるほど、人気のある組み合わせです。（私も大好きです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国のチメク（クラフトビール） 
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２．韓国国内での鶏肉の消費及び生産等の状況  

 韓国には、鶏肉を使った料理が多くあります。チキンの他にも、若鳥の腹にもち米や高

麗人参などを詰めて長時間煮込んで作る「サムゲタン」や、コチュジャンなどで味付けし

た鶏肉をキャベツ、サツマイモなどの野菜と一緒にピリ辛く炒めて作る「タッカルビ」な

どが有名です。 

日本と韓国の精肉の１人当たりの年間消費量を見てみると、日本に比べて大幅に増加

しているのが分かります。牛肉や豚肉の消費量も伸びていますが、中でも鶏肉の消費量が

大きく伸びています。韓国人にとって鶏肉はなくてはならない食材の一つです（図表１）。 

また、鶏肉の国内生産及び輸入の推移を見てみると、韓国では鶏肉の需要に対し主に国

内生産で対応していることが分かります。ただ近年では、アメリカやタイ、中国、ブラジ

ルといった安価で入手できる海外からの輸入が増加傾向にあります（図表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）農林水産省「平成 27 年２月Monthly食肉鶏卵速報」（日本）及び KDI 経済情報 

センターの統計データ（韓国）を基に筆者が作成 

 

 

 

 

 牛肉 豚肉 鶏肉 合計 

1980 2.6 6.3 2.4 11.3 

1990 4.1 11.8 4 19.9 

2000 8.5 16.5 6.9 31.9 

2010 8.8 19.3 10.7 38.8 

2018 12.7 27 14.2 53.9 

 牛肉 豚肉 鶏肉 合計 

1980 3.5 9.6 7.7 20.8 

1990 5.5 10.3 9.4 25.2 

2000 7.6 10.6 10.2 28.4 

2010 5.9 11.7 11.3 28.9 

2018 6.5 12.8 13.7 33 
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図表１ 日本と韓国の精肉の１人当たりの年間消費量 
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（資料）農林畜産食品部「農林畜産食品主要統計」及び肉類流通輸出協会「輸入現況」 

（韓国）を基に筆者が作成 

 

３．韓国国内でのビールの消費及び生産等の状況  

韓国のお酒というと「焼酎」や「マッコリ」をイメージする方が多いと思いますが、韓

国内の酒類の１人当たりの年間消費量を見ると、実はビールが最も多く消費されている

ことが分かります（図表３）。 

日本のビールは韓国でも人気でしたが、2019 年の夏に「日本製品不買運動」が始まっ

て以降、日本からの輸入量が激減し、消費は大きく落ち込みました。 

このような状況の中、現在、韓国では国内産のクラフトビールが大人気となっています

（図表４）。クラフトビールを楽しめるお店もよく見かけます。これは、52年ぶりに改正

された酒税法（2020 年 1 月１日施行）も大きく影響していると言われています。従来の

従価税から従量税に課税方式が変わったことで、生産コストがかかる程、税金を多く収め

なければならなかったのが、改正後、税金の負担が減少したことで、様々な種類のビール

が開発しやすくなったのではないかと考えられます。その他にも、缶の製造費用が課税標

準から除外され、缶ビールに係る税金の負担が減少したことが、より国民から支持を得ら

れたのではないかと思われます。 

 最近のクラフトビールの人気により、韓国では以前よりも、様々な味や香りを持ったビ

ールを楽しむことができるようになりました。（私も時々楽しんでいます。） 
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（資料）行政安全部「年齢別住民登録人口統計」（韓国）を基に筆者が作成 

 

 

 
（資料）関税庁「輸出入貿易統計」及びクラフトビール協会「韓国内クラフトビール市場 

規模」（韓国）を基に筆者が作成 

 

４．「2021 ソウル国際観光博覧会」へ出展 

さて、ここからはクレアソウル事務所での私の業務についてご紹介したいと思います。

６月 24 日から 27 日まで、ソウル江南区の複合施設（COEX）で「2021 ソウル国際観光

博覧会」が開催され、昨年度に引き続き、クレアソウル事務所もブース出展しました（写

真１）。 

今回、クレアソウル事務所では、日本の各地域の PR を行うと同時に、日本の酒や各地

域の特産品などがあたる抽選イベントを行いました。新型コロナウイルスの影響で、実際

に日本を訪れることが難しい中での PR 活動でしたが、来場者との交流を通じて、今後の

日本旅行への期待感を実感することができました。なお、今回の抽選イベント企画が評価

を受け、クレアソウル事務所は、ベストブースイベント賞を受賞しました（写真２）。 
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図表３ 韓国内の酒類の１人当たりの年間消費量 

図表４ 韓国内の輸入ビール及び韓国産ビールの売上の推移 
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５．「2021 ソウル国際酒類博覧会」を見学 

続いて、７月２日から４日までの間、同施設において、「2021 ソウル国際酒類博覧会」

が開催されると知り、会場を見学してきましたので、その時の様子をご紹介したいと思い 

ます。 

今回の酒類博覧会では、韓国の企業を始め、日本の企業や自治体などが出展し、韓国国

内外のビールやワイン、伝統酒といったお酒の PR が行われ、多くの来場者で賑わってい

ました（写真３）。 

会場の防疫対策として、マスク着用の他、入場時には QRコードによる連絡先等の登録

と発熱チェックを求められました。また、飲食を伴うイベントであったため、試飲の際は、

会場内の至る所に設置された試飲ブースで試飲をするようになっていました（写真４）。

防疫対策をとりながらも様々なお酒を楽しむことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．おわりに 

今回は、韓国生活の中で気になった「チメク」についてご紹介させていただきました。

これからも生活や業務等を通じて得た情報を皆様にお伝えしていきたいと思います。 

クレアソウル事務所について、詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.clair.or.kr/ 

写真１ クレアソウル事務所ブース 写真２ ベストブースイベント賞を受賞（右端が筆者） 

写真３ 賑わう会場 

写真４ 試飲ブース 
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TEL：099-226-9156

E-mail：KAG＠jetro.go.jp

【Information】

（公財）かごしま産業支援センター　産業振興課

TEL：099-219-1272　FAX：099-219-1279

E-mail：ikusei@kisc.or.jp

日本貿易振興機構（ジェトロ）鹿児島貿易情報センター　担当：園田、広松

「新製品等販路拡大支援事業の２次募集について」のご案内

お問い合わせ

お問い合わせ

ジェトロ鹿児島では、貿易投資に関するWEBワークショップの開催を年間通して予定しておりま

す。 開催方法は、オンライン形式（ZOOM）による少人数制（最大8名）で行います。申込み受付は、

各回開催日の一週間前の17時まで行いますが、参加者が定員に達した場合は受付を締め切ら

せていただきます。また、ワークショップの日程につきましては、現時点での予定となります。日程

等変更になる場合がありますので、ご了承ください。皆様のご参加をお待ちしております。

【2021年度（前期）WEBワークショップ日程】

〇 英文貿易実務（基礎編） ：8月25日、9月15日

〇 海外拠点の設置（製造業） ：9月29日

【開催時間】 13時30分〜16時30分の予定

【参加費用】 無料

※オンラインでの受講環境は、参加者にて各自ご準備ください。

※受講に伴う通信費等は、参加者にて各自ご負担ください。

【申込方法（各回共通）】 メールまたは電話

※8月25日開催の「英文貿易実務（基礎編）」については、まだ空きがあります。

また、ほかの日程についても空きはありますので、是非ご参加ください。

※詳細はこちらから。

https://www.jetro.go.jp/events/kag/f684e52e1e30af54.html

かごしま産業支援センターでは，自ら開発した新商品・新製品の販路を拡大するため，国内で開催

される商談会・展示会に参加し，又は，県外の取引先や商社等を県内に招へいして行う商談会や工

場見学会等に係る助成事業を行っております。このたび，令和３年度に実施する事業の２次募集を

いたします。是非、ご応募ください。

【募集期間】 7月1日（木）～9月30日（木） 午後5時まで

ただし，各月の末日（土,日,祝日の場合は直前の平日）で締め，翌月に審査会を

実施するので，募集期間内であっても募集を終了することがあります。

【募集事業】 （1） 国内商談会出展助成

（2）県外企業招へい商談助成

※詳細、お申込みはこちらから。

https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/54693/

JETRO「貿易投資実務ワークショップ前期日程」のご案内（WEB)
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【Information】

ISM Japan事務局 / ケルンメッセ株式会社

TEL：03-5357-1280　FAX：03-5357-1281

E-mail:kmjpn@koelnmesse.jp

大阪商工会議所　流通・サービス産業部　小西・井上・小林

TEL:06-6944-6440　FAX:06-6944-6565

E-mail:ryutsu@osaka.cci.or.jp

「ISM JAPAN / 国際菓子専門見本市 」のご案内

お問い合わせ

お問い合わせ

本事業は、大手流通業等のバイヤーが買い手として一堂にブースを構え、そこに全国の中小企

業が売手として自慢の製品、商品を直接売り込む形式の商談会です。

今年度は、複数のバイヤーと商談できる大規模な商談会を望む企業の皆様の声にお応えする

ため、各種ガイドラインや専門家からのアドバイスを踏まえ、感染症防止対策を講じたうえで、40
～50社程度の買い手企業を招き開催する予定です。

食品、雑貨、衣料をはじめ、全国から集まる有名バイヤーに、各社自慢の様々な商品を売り込

んでいただく絶好の機会です。様々な支援事業を通して開発されました製品や商品、農林水産物

の販路開拓・拡大の場として、是非ご検討ください。

【開催日時】 11月11日（木）10:00～13:00 / 14:00～17:00

【開催場所】 大阪府立体育館（大阪市浪速区難波中3-4-36） エディオンアリーナ大阪

詳細、お申込みはこちらから。
https://www.osaka.cci.or.jp/uresuji/about/

ISM Japan は東京をアジア市場の交易ハブと位置づけ、菓子製品の国内流通の活性化はもちろん、

付加価値の高い良質な輸入菓子の買い付けの場として、また海外進出を目指す日本の菓子メー

カー、輸出業者のための全く新しい輸出促進プラットフォームを提供します。

関心のある皆さま、是非出展をご検討ください。

【日 時】 2022年 4月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00 （最終日のみ16:00まで）

【場 所】 東京ビッグサイト 東ホール

【申込締切】 11月30日 ※ブースが無くなり次第終了します。

詳細、お申込みはこちらから。
https://www.ism-japan.jp/

「第25回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市」のご案内
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【Information】

KOTRA韓国貿易センター(東京)　担当：オ・スジン

TEL：03-3214-7072 FAX：03-3214-6950

E-mail：onlineexpo.japan@kotra.or.jp

農林水産省輸出・国際局　輸出支援課　輸出相談窓口

TEL：03-6744-7185（直通）

KOTRA「2021 韓国ライフスタイル消費財フェア オンライン商談会」のご案内（WEB）

お問い合わせ

お問い合わせ

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出をサポートするため、輸出先国・地域の輸入規制や

日本政府の輸出証明書の発行手続き等についての相談を一元的に受け付ける相談窓口を開設

しております。また、輸出相談のうち汎用性が高いと思われるものについてFAQを整理し、ホーム

ページに掲載しております。

輸出をするにあたり、ご不明な点がある事業者様におかれましては、相談窓口を積極的にご活

用下さい。

【相談例】

「輸出先国から輸出品の産地証明が求められた。どこで取得できるのか。どのような手続きが必

要なのか。」

「EUに水産物を輸出したい。EUの規制に対応するにはどのような手続が必要なのか。」

「アメリカへの牛肉の輸出を検討している。輸出するにはどのような手続が必要なのか。」

※農林水産物・食品輸出の一元的相談窓口
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/soudanmado.html

※農林水産物等の輸出におけるよくある相談
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_faq/index.html

KOTRA（韓国貿易センター）では、標記商談会を開催します。今流行りの韓国ライフスタイルを代表

する80社とオンライン商談ができる機会です。是非ご検討ください。

【日 時】 8月30日（月）～9月3日（金）

【参加企業】 ビューティー（化粧品、美容機器）、生活用品、食品、ベビー用品、ペット用品等

【商談形態】 １対１でオンライン商談（ZOOM） ※通訳付、参加費無料

【商談場所】 企業事務所 or 在宅

【申込締切】 1次締切 ： 8.6（金）

2次締切 : 8.20（金）

※先着順で商談スケジュールを調整しております。お早めのお申し込みをお願い致します。

※詳細、お申込みはこちらから。
http://kotra.or.jp/26823.html

「農林水産物・食品輸出の一元的相談窓口」のご案内
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【Information】

開催期間 見本市名 URL

8月25日（水）～
8月27日（金）
インテックス大阪

バリアフリー2021
【介護・リハビリ用機器、情報・通信、防災】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119390

9月1日（水）～
9月2日（木）
夢メッセみやぎ

第2回 CareTEX仙台’21
【福祉・介護・リハビリ用機器、家庭用品、防
災】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/120008

9月1日（水）～
9月3日（金）
アイメッセ山梨

ジャパンジュエリーフェア2021
【宝石、貴金属、アクセサリー】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119658

9月13日（月）～
9月15日（水）
東京ビッグサイト

第20回ダイエット＆ビューティーフェア 2021
【化粧品、美容関連用品、ヘルスケア、保健
産業、保健用品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119350

9月16日（木）～
9月17日（金）
OMM　2階

第63回大阪インターナショナル・ギフト・ショー
2021
【ギフト用品、家庭用品、インテリア用品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/120019

8月25日（水）～
8月27日（金）
インテックス大阪

看護未来展2021
【医療・健康、福祉・介護】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119389

9月15日（水）～
9月16日（木）
インテックス大阪

第5回 クリーンビジネスフォーラム 2021
【生活、ランドリー、ビル保守管理、清掃、保
健産業】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/110649

9月15日（水）～
9月16日（木）
パシフィコ横浜

リフォーム産業フェア 2021
【建築・建設、衛生設備、空調、給排水、照
明】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119140

9月28日（火）～
9月29日（水）
東京都立産業貿
易センター浜松町
館

フォームネクストフォーラム 東京
【工業技術、工作機械・金属加工、レーザー
技術・機器、デザイン】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/110527

9月30日（木）～
10月3日（日）
オンライン開催

東京ゲームショウ 2021 オンライン
【ゲーム用品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/120127

※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、展示会が中止となる可能性があります。

見本市情報
～国内開催見本市～
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※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、展示会が中止となる可能性があります。

【Information】

開催期間 見本市名 URL

9月7日（火）～
9月9日（木）
中国 / 香港

HOFEX 2021
【食品・飲料、食品加工、その他の産業用機
器・設備】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/106814

9月9日（木）～
9月13日（月）
フランス / パリ

MAISON&OBJET PARIS 2021
【生活、ギフト用品、繊維・衣料、インテリア用
品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/109063

9月12日（日）～
9月15日（水）
現地・オンライン同
時開催

The Big 5 Dubai
【建築・建設】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/109627

9月14日（火）～
9月18日（土）
中国 / 上海

CIIF2021 中国国際工業博覧会
【工作機械・金属加工、環境、情報・通信】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119092

9月21日（火）～
9月24日（金）
現地・オンライン同
時開催

FOOD & HOTEL Indonesia 2021
【食品・飲料、ホテル、レストラン】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119378

9月1日（水）～
9月3日（金）
中国 / 深セン

CIOE 2021 - China International
Optoelectronic Exposition
【光学、光工学、レーザー技術・機器、通信

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/119661

9月5日（日）～
9月8日（水）
イタリア / ミラノ

ホーミ・ミラノ
【インテリア用品、ギフト用品、繊維、家庭用
品】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/108428

9月22日（水）～
9月25日（土）
現地・オンライン同
時開催

INTERMACH 2021 - ASEAN's Leading
Industrial Machinery and Subcontracting
Exhibition
【機械・工業技術、工作機械、金属加工、測
定】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/110619

9月23日（木）～
9月27日（月）
フランス / リヨン

シラ国際外食産業見本市 2021
【食品、飲料、食品加工、店舗用設備・機器】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/106058

9月29日（水）～
10月3日（日）
現地・オンライン同
時開催

THAIFEX - Anuga Asia 2021
【食品、飲料、食品加工、包装】

https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/detail/110617

～海外開催見本市～

見本市情報
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番号 資料名 発行者名 受入年月日

1 Japanese RESTRANT news　Vol.30　№271 All Japan News , Inc. 2021/06/21

2 日本貿易会月報　2021　6月号　№798 一般社団法人日本貿易会 2021/06/21

3 JFTC　ANNUAL REPORT　2020.4-2021.3 一般社団法人日本貿易会 2021/06/21

4 財界九州　7月号　№1161 株式会社財界九州社 2021/06/21

5 鹿児島県貿易協会会報誌　Access 2021 vol.19 公益社団法人鹿児島県貿易協会 2021/06/23

6 TSR情報　№2852 株式会社東京商工リサーチ 2021/06/24

7 鹿児島税関支署　管内貿易概況（令和3年5月分） 鹿児島税関支署 2021/06/28

8 ミャンマーのビジネス法務 株式会社有斐閣 2021/06/28

9 ミャンマー不動産法の理論と実務 株式会社商事法務 2021/06/28

10 TSR情報　№2853 株式会社東京商工リサーチ 2021/07/01

11 メッセ海外通信　Vol.57
（一財）山口県国際総合センター・山口県日中経
済交流促進協会、日本貿易振興機構(ジェトロ)山
口貿易情報センター

2021/07/01

12 AFCフォーラム　2021　7月号 株式会社日本政策金融公庫　農林水産事業本部 2021/07/05

13 HONG KONG LINER　№93 香港経済貿易代表部 2021/07/05

14 台湾情報誌　交流　2021年6月　vol.963 公益財団法人日本台湾交流協会 2021/07/05

15 小口輸入と関税 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

16 Guide to Food Import　2019 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

17 小口輸入ビジネス入門　2020 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

18 食品用器具輸入の手引き　2021 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

19 日用雑貨輸入の手引き　2021 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

20
医薬品医療機器等法(薬機法)の対象となる品目の輸
入・販売手続き2021

一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

21 小口輸入の通関手続き 一般財団法人対日貿易投資交流促進協会 2021/07/08

22 TSR情報　№2854 株式会社東京商工リサーチ 2021/07/08

23 月刊グローバル経営　7/8月号　№450 一般社団法人日本在外企業協会 2021/07/08

24 商工連ニュース　みなみ風　第527号 鹿児島県商工会連合会 2021/07/12

25 鹿児島県商工会名鑑 鹿児島県商工会連合会 2021/07/12

26 TSR情報　№2855 株式会社東京商工リサーチ 2021/07/15

27 KER　Vol.376 株式会社九州経済研究所 2021/07/19

28 Japanese RESTRANT news　Vol.30　№272 All Japan News , Inc. 2021/07/19

29 工業倶楽部会報　第68号 公益社団法人鹿児島県工業俱楽部 2021/07/19

30 財界九州　8月号　№1162 株式会社財界九州社 2021/07/19

ライブラリー新着図書(R3.6.21～R3.7.20)

新　　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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  【鹿児島港情報】 

 

 

☆☆☆ 鹿児島港（谷山）発着 国際コンテナ航路 ☆☆☆ 

「鹿児島港国際コンテナヤード」 

九州地方港では最大級の冷凍冷蔵輸出入拠点へ 

コールドチェーンの拠点として 電源コンテナ保管設備  

電源プラグ 60本 対応可能、リーチスタッカーにてＣＹ作業 

 

 

 

鹿児島の物流の中心地鹿児島港（谷山）発着 琉球海運㈱ 運航スケジュール  

 

鹿児島発 毎週木曜日 １３時～    高雄港着  （所要日数 ３日間）                   

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

    

 【鹿児島港国際コンテナヤードでの荷役風景】  【ランプウェイ荷役（船内へシャーシで船積み）】  

台湾（高雄港）を拠点に、世界各国へ輸出入コンテナのサービスを行います。 

 

【お問い合わせ先】 ㈱共進組 海外営業部 担当 日高  TEL 099-203-0022   

鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２４   “http://www.kyoshingumi.co.jp/”  
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  【鹿児島港情報】 

 

 

☆☆ 鹿児島港（谷山）発 輸出入国際コンテナドライ混載便ご案内 ☆☆ 

 

 鹿児島市谷山港を拠点に、全世界輸出入可能な「国際コンテナドライ混載便」を開設。 

 世界的な混載便業者「イーキューワールドワイド」と鹿児島の港湾業者「共進組」が提携。 

鹿児島市谷山のＣＦＳ（貨物集積場所）から薩摩川内港を利用した「毎週１便 たとえ１ケ

ースからでもドライ貨物の輸出入が可能なサービス」が実現いたしました。 

（輸出は毎週ＣＦＳCUT日 水曜日、薩摩川内港発金曜日定期便、輸入は隔週サービス） 

 

現行遠方の国際港をご利用の皆様、またこれから小口の輸出入のご検討されている皆様方、

お見積もり及びリードタイム等、お気軽にお問合せ下さいますようお願い致します。 

また、令和３年４月より「薩摩川内港貿易振興協議会」にて「輸出入国際コンテナドライ混

載便の補助金制度」が開始いたしました。１荷主１回利用＠￥１０，０００－（年度内受付上

限金額１０万円 ＊全体補助金枠内の先着順）となります。下記窓口までお問合せ下さい。 

 

薩摩川内港貿易振興協会（補助金窓口） ＴＥＬ０９９６－２５－３３００  

 

  

 「国際コンテナドライ混載便」のお問合せ先     TEL 099-203－0022 

   「イーキューワルドワイド株式会社 国際コンテナ混載便 代理店」  

㈱共進組 海外営業部 担当 岩下  住所：鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２４ 
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■■ 南九州における国内外の物流拠点 ■■

２，世界につながる志布志港
志布志港では，現在，外貿定期コンテナ航路が，中国，台湾，韓国と国際フィー

ダー航路を含めた４航路週11便体制で就航しており，神戸や釜山でのトランシップ
により世界各国と結ばれています。また，大阪，東京，沖縄等を結ぶ内航フェリー・
RORO船も充実しております。
さらに，志布志港周辺の幹線道路ネットワークとして，都城志布志道路や東九州自

動車道の整備が進められており，志布志港の物流機能向上が期待されます。

３，志布志港のトピック
・２０２０年の志布志港における国際コンテナ取扱量は，３年連続で10万TEUを超
え，約10万４千TEU。また，志布志港からの原木輸出量は，約43万7千m3と１１
年連続で日本一。

・現在，志布志港では，国際コンテナターミナルの岸壁延伸整備や国際バルク戦略港
湾としての整備を進めています。

・志布志港の更なる利用促進を図るため，「輸出入促進トライアル事業」を実施して

います。リンク先：https://www.pref.kagoshima.jp/ah09/trial/trialtop.html

１，志布志港の概要
志布志港は，九州南東部の太平洋に面した地理的優位性を有し，また国内有数の農

畜産地域である南九州地域を背後地に持ち，南九州地域における国内外の物流拠点，
飼料供給基地として，背後地域の産業を支えている重要港湾です。

【志布志港全景】

【航路概要】 【幹線道路ネットワーク】

台湾→週１便
韓国→週６便
中国→週２便
神戸→週２便
（国際フィーダー）

合計
４航路週11便
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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じ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。 

今年度より、オンラインでの相談も実施しております！！  
 
 
○相  談  日：随時  
○時   間：随時  
○場    所：鹿児島市鴨池新町１０番１号  
       （鹿児島県庁９階 かごしまＰＲ課内） 

      ※オンラインでの相談可 

○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：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 梅木  洋一郎 ㈱共進組 海外営業部 執行役員部長 通関士 

通 関 今村 賢太 鹿児島海陸運送㈱谷山営業所 外航グループ通関チーム長 通関士 

金 融 森口 真也 ㈱鹿児島銀行 地域支援部 国際ビジネス推進室 室長 

   
 
 

相談料 

無料！！ 
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翻訳・通訳サービスの御案内 
 

アイエス通訳システムズでは、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。 

 

 

 

一般通訳（英中韓）料金表 

 貿易協会価格 一般価格 

１日料金（８Ｈ） \54,000＋税 \60,000＋税 

半日料金（４Ｈ） \31,500＋税 \35,000＋税 

 

 

【お問い合わせ先】 

〒892-0824 鹿児島市大黒町 4-1 西日本シロアリいづろビル 2F  

TEL：099-227-5173 FAX：099-227-2767 

Email: info@ists.jp 

 

 

 

 

メーリングリストの御案内 
 

 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。 

 商談会や見本市、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、関

係機関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(info@kibc-jp.com)まで

ご連絡ください。 

（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） 

 

※ご質問等に関しては、当協会アドレス(info@kibc-jp.com)へお願いいたします。 

 MLに直接返信されるとリスト内メンバー全員に流れてしまいます。 

  

（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 

\5,700～ 
\6,000～ 

(400字/１頁) 
英語 \3,800～ 

\4,000～ 

(400字/1頁) 

\5,700～ 
\6,000～ 

(400字/１頁) 
韓国語 \3,800～ 

\4,000～ 

(400字/1頁) 

\5,700～ 
\6,000～ 

(400字/１頁) 
中国語 \3,800～ 

\4,000～ 

(400字/1頁) 

\6,150～ 
\6,500～ 

(400字/１頁) 
その他 \4,750～ 

\5,000～ 

(400字/1頁) 
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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・振興を図り、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】：１２６社（令和３年６月２８日現在）  

【役員】：会長 塩田 康一 

理事  ２１名 

監事 ２名 

 

貿易協会の業務 

① 海外市場開拓の支援 

見本市参加、商談会開催 

② 貿易相談 

   取引業務や苦情処理など貿易を巡る諸相談 

③ 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 

④ 貿易刊行物の発行・頒布 

     貿易ニュース鹿児島、ACCESS 

⑤ 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 

⑥ 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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