２０22．8

貿易ニュース鹿児島
Kagoshima Trade News
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鹿児島税関支署管内貿易概況（５月）

最近のソウルの様子や話題のスポットの紹介などについて
（一財）自治体国際化協会ソウル事務所
鹿島 兼豪
2021 年４月から自治体国際化協会（CLAIR）ソウル事務所に赴任しています鹿島と申し
ます。
韓国に赴任し、早くも１年が過ぎました。韓国は、日本に近いこともあってか、日本食品
を取り扱うスーパーや日本食を提供する飲食店などが数多くあります。2019 年に始まった
日本製品の不買運動により、以前に比べると減少したと言われていますが、それでも長期滞
在する日本人にとっては、住みやすい環境だと感じています。
今回は、最近のソウルの様子や、話題のスポット、そして、クレアソウル事務所が行った
日本旅行の意識調査の結果について、ご紹介したいと思います。
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．最近のソウルの様子
2022 年２月頃から始まった新型コロナウイルスの感染拡大も５月に入り落ち着き、私
的集まりの人数や飲食店の営業時間などを制限していた「社会的距離確保の措置」も約２
年ぶりに解除されました。さらに、原則、屋外でのマスク着用義務が免除になるなど、新
型コロナウイルス感染症による行動規制は、感染した場合の隔離義務を除きほぼ全廃さ
れたため、５，６月は、街中で、同僚や友人同士で食事を楽しんだり、買い物を楽しんだ
りする様子をよく目にするなど、新型コロナウイルス流行前のような日常が少しずつ回
復してきているように感じます。

写真１：活気を取り戻した夜の街の様子
（乙支路３街）

写真２：買い物客で賑わう街の様子
（弘大）
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しかし、2022 年７月に入ってからは、オミクロン株よりも免疫回避の水準が高いＢＡ.
５株が急速に拡大しており、韓国中央防疫対策本部の発表によると、８月中旬には、１日
の感染者数が 20 万人を超えることが予測されるなど、再び大流行の兆しが出ていること
から、今後韓国政府がどのような対策を行うのか、注視しているところです。

２．話題のスポット「青瓦台」とは？
ソウルの中心部にあり、人気の観光名所である「景福宮(キョンボックン)」について
は既にご存じの方も多いかもしれませんが、最近、景福宮の後ろにある青瓦台（チョン
ワデ）というところに、連日多くの人が集まり話題になっています。
青瓦台は、1948 年の大韓民国の建国以来、大統領官邸として使われ、これまで歴代
の大統領が執務を行う庁舎でありました。1998 年に金大中（キム・デジュン）元大統
領が就任後、一部を一般市民に開放していましたが、ここ最近、７４年ぶりに全面開放
されました。
これは、先日、第 20 代大統領に就任した尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が就任
と同時に、
「大統領はより市民に近い場所で働くべきである」として、大統領府の機能
を龍山庁舎へ移転したことがきっかけになります。
青瓦台は、敷地中央にある本館、来賓を招待した迎賓館、大統領が暮らしてきた官邸、
プレスセンターとして活用した春秋館、美しく造成された緑地園などがあり、特に、本
館は、青い瓦と曲線の美しい屋根をしていることから、海外メディアからは、アメリカ
のホワイトハウスのように「ブルーハウス」とも呼ばれています。
見学は事前予約制ですが、今後、機会があれば一度、青瓦台に足を運ばれてみてはい
かがでしょうか？

写真１：青瓦台の外観

写真２：事前予約した見学者の列
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写真３：青瓦台（本館）の内観①

写真４：青瓦台（本館）の内観➁

３．日本旅行の意識調査の結果
クレアソウル事務所では、日韓情勢の変化及び新型コロナウイルス感染拡大などの影
響を受け、韓国の一般消費者が日本旅行に対して、どのような意識や関心を持っているか
について、昨年に引き続き調査を実施しました。
誌面の都合上、すべての結果をご紹介することはできませんが、現在、韓国人が日本旅
行に対してどのような意識を持っているのか、新型コロナウイルスの感染が収束しない
状況で、日本旅行についてどのような意識を持っているのかなどについて、ご紹介したい
と思います。
【調査の概要】
調査地域
調査対象者

韓国全土
日本に旅行経験のある満 19 歳~59 歳の男女

抽出方法

性別・年齢・地域による人口に対する比例割付

調査機関

2021 年 10 月 26 日～2021 年 11 月 03 日

まず、ご紹介するのは、
「新型コロナウイルス安定後の日本への旅行意向」について
です。
「新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いたあと、日本に行きたいか」という質問
に対して、全体平均で、肯定と回答した方は 45.8％で、そのうち、20 歳から 29 歳の
方は 58.5％と過半数を超える結果となりました（表１）
。
２つ目に、ご紹介するのは「日本旅行計画時の情報収集方法」についてですが、
「日
本旅行を計画する際、どのようにして情報を収集するか」という質問に対して、最も多
かったのが、NAVAR や Google といったポータルサイトで検索すると回答した方が
37.0%で、次に多かったのが、個人のブログ・SNS と回答した方が 17.5%という結果と
なりました（表２）
。
３つ目に、ご紹介するのは「日本旅行の目的」についてですが、
「日本旅行をすると
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きの目的は何か」という質問に対して、最も多かったのが、休息・休養（温泉など）と
回答した方が 27.0%で、食の体験・グルメツアーが 22.4％、繁華街・観光地旅行と回
答した方が 21.7%という結果となりました（表３）
。
最後に、ご紹介するのは「日本旅行の形態」についてです。
「日本旅行をする際、どのようにして旅行の行程を手配するか」という質問に対して、
最も多かったのが、航空券と宿泊をそれぞれ自分で予約すると回答した方が、54.4%と
過半数を超える結果となりました（表４）。

表２：日本旅行を計画する際、どのよう

表１：新型コロナウイルスの感染状況が落

にして情報を収集するか？

ち着いたあと、日本に行きたいか？

表３：日本旅行をするときの目的は何か？

表４：日本旅行をする際、どのようにして旅行
の行程を手配するか？

-4-

４．おわりに
今回は、最近のソウルの様子や話題のスポットの紹介、そして、クレアソウル事務所が
行った日本旅行の意識調査の結果について、紹介させていただきました。
現在、韓国への渡航にはまだビザが必要ではありますが、先日、羽田―金浦空港間の航
空路線が２年３か月ぶりに再開されるなど、少しずつ日韓の行き来が回復していること
から、クレアソウル事務所としても今後の韓国の状況を注視して参りたいと思います。
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【Information】
「ASEAN地域での越境EC販路拡大事業～Shopee『鹿児島県特設サイトプロモーション』の参加者募集について～」ご案内

公益社団法人鹿児島県貿易協会では、新たに海外ECサイトを活用したグローバル市場での販路拡
大を目指す県内企業を支援するため、東南アジアおよび台湾で最大規模のECモールである「Shopee」
の既存セラー※への出品支援（自社ショップ開設も含む。）からShopeeシンガポールに開設する「鹿児
島県特設サイト」を活用したプロモーションまでの総合的なマーケティング支援を実施します。「越境
EC」を活用した海外展開に挑戦したい方、又はご興味のある事業者は是非ご参加ください！！
※「既存セラー」・・・「Shopee」シンガポールにショップを開設している企業
【対象国】

シンガポール（既存セラーへの出品又は自社ショップ開設）
マレーシア，タイ（自社ショップ開設）
【出品サイト】 上記各国のShopeeサイト
【出品カテゴリー】 加工食品（常温）
【申込締切】
8月19日（金）
【プロモーション期間】 令和4年10月中旬 ～ 令和5年3月14日 （※変更の可能性あり。）
※詳細はこちらから。
https://www.kibc-jp.com/new/info/4946

お問い合わせ 公益社団法人鹿児島県貿易協会 担当：田中・近藤・平賀
TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483
E-mail：kibc1@kibc-jp.com

「『うんまか鹿児島輸出商談会2022』参加企業の募集について」ご案内
鹿児島県貿易協会では、豊富で良質な本県産品について、海外における県産品の認知度向上
及び販路開拓を推進するため、国内外バイヤーとのオンラインによる商談会を開催いたします。つ
きましては、参加を希望する場合は、詳細を御確認の上、8月12 日（金）までにお申込みくださるよ
うお願いします。多数のご参加をお待ちしています。

【日 時】

10 月24 日（月） ～ 28 日（金）

【場 所】

オンライン（参加事業者所在地）

【開催形態】オンライン会議システムを使用した個別商談
【参加費】 無料（ただし、一部経費は参加者負担あり）
【申込締切】 8月12 日（金）
※詳細、お申込みはこちらから。
https://www.kibc-jp.com/new/shodankai/4973

お問い合わせ 公益社団法人鹿児島県貿易協会 担当：黒葛（つづら）・平賀
TEL：099-251-8484 FAX：099-251-8483
E-mail：kibc1@kibc-jp.com
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【Information】
「『GFP輸出ベンチャー塾 in 南九州』に係る参加者募集について」ご案内
GFPでは、南九州において新たな輸出の取組を進めようとする事業者を対象として、標記イベントを
開催します。本イベントは、地域から新たな輸出へチャレンジする事業者のネットワークづくりや、イベ
ントを通じたテスト輸出等の企画・実現を目的としております。業種（生産者・メーカー、商社、物流事
業者、研究機関ほか）を問わず、地域からの輸出について課題を感じている、取り組みたいテーマが
ある皆様の取組実現につながる機会として、是非ご参加ください。
【日 時】 8月25日（木） 14:00 ～ 17:30 開催予定
【会 場】 HITTOBE （鹿児島市呉服町2-8）
【定 員】 30名
【対 象】 南九州からの輸出について意欲のある事業者で、新たな輸出取組へのチャレンジへ
関心のある方
【参加費】 無料 ※会場までの移動費については、参加者負担となります。
【締 切】 8月3日（水） 17:00
【実施内容（予定）】 ＜第1部＞セミナー （1.5時間） ＜第2部＞グループワーク （2時間）
※お申込みはこちらから。
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1657171026nGSmFTPa
※詳細は、下記お問い合せ先まで。

お問い合わせ GFP事務局 担当：石井、木村、清岡、小栗
TEL：090-1167-3141 (担当：石井) 平日 10:00～18:00
E-mail：Agri_Exportation_JP@accenture.com

JETRO「瀋陽現地完結型商談会2022」参加者募集のご案内
ジェトロでは、中国国内向けに販路を有する日本産食品を取扱う事業者を対象に、既に中国国内
で流通している日本産酒市場の開拓・販路拡大支援を行います。ご関心のある事業者の皆様、是
非この機会をご活用ください。

【開催期間】 10月18月（火） 9：00 ～ 18：00
【場 所】

瀋陽市内のホテル

【対 象】

中国国内で流通している日本産酒類の拡販に意欲的で、現地インポーター
などにバイヤーとの商談を委任できる企業・団体

【申込締切】 8月5日（金） 17：00
※詳細、お申込みはこちらから。
https://www.jetro.go.jp/events/afb/272e74221a249275.html

お問い合わせ ジェトロ農林水産・食品事業推進課 担当：鈴木(萌)、小池
TEL：03-3582-5546
E-mail：afb-bizlocal@jetro.go.jp
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【Information】
JETRO「ドバイ万博に見る新たなビジネスの潮流と大阪・関西万博への期待」参加者募集のご案内（ウェビナー）

2022年3月にドバイ国際博覧会が182日間の会期を終え、成功裏に閉幕しました。会期中は、多くの
外国政府の元首・閣僚や、ビジネス関係者も来場し、ドバイ万博はこれまで以上に経済外交、ビジネ
ス交流が活発に行われた万博となりました。2025年には大阪・関西万博が開催されます。本ウェビ
ナーでは、万博とビジネスの関係、ドバイ万博での経済外交、ビジネス交流の動きについて紹介し、大
阪・関西万博を海外とのビジネス交流機会とするための方策について考えます。是非ご参加ください。
【日 時】
【場 所】
【参加費】
【定 員】
【申込締切】

8月10日（水） 14:00 ～ 15:20 ※日本時間
オンライン（ZOOMウェビナーによるライブ配信）
無料
200人程度
8月5日（金） 12:00

※詳細はこちらから。
https://www.jetro.go.jp/events/osc/a232c3cded499e96.html

お問い合わせ ジェトロ大阪本部 ビジネス情報提供課 担当：堺
TEL：06-4705-8604 FAX：06-4705-8650
E-mail：osc@jetro.go.jp

「令和３年度加工食品輸出産地確立緊急対策 （加工食品クラスター事業） ※2次公募」ご案内
輸出取組を行う加工食品事業者の皆様へ農林水産省補助事業のご案内です。詳細をご確認の
上、是非ご応募ください。

【事業の趣旨】
加工食品の輸出にあたっては、中小企業単独では難しい食品添加物・包材・包装・表示等の規制
が複層的に課せられており、関係者が連携した輸出体制を構築する必要があります。海外の規
制・ニーズ等に詳しく、マーケティング、ブランディング立案等が可能な国内外の商社、コンサル等
と連携し、地域の特色ある加工食品を輸出するため、新商品・サービス開発、GI取得等のブランド
構築、輸出先国の規制・ニーズに適合した商品開発・改良のために機械の改良・開発等を支援し、
タイムリーな海外市場獲得を目指します。
【公募期間】 7月8日（金） ～ 8月9日（火） 17：00まで
※詳細はこちらから。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/taisaku.html

お問い合わせ 加工食品輸出産地確立緊急対策補助金運営事務局
（株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部内）担当：村田・山川・竹内

TEL：03-6630-8182
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【Information】
「第9回 セボン・ル・ジャポン」出展募集のご案内
日本の観光と食のイベント、第9回C’est Bon! le Japon（セボン・ル・ジャポン）を、パリ4区のLa Halle
des Blanc-Manteaux（ラ・アール・デ・ブラマントー）にて開催します。ご予算に応じたご提案も可能です
ので、バラエティーに富んだブース （日本食、地域・文化紹介、雑貨など）のご参加をお待ちしておりま
す。また、渡仏なしのお任せ出展も承ります。詳しくは、詳細をご確認ください。

【開催日】
2023年2月17日（金） ～ 19日（日） 3日間
【会 場】
ラ・アール・デ・ブラマントー （パリ・マレ地区）
【応募締切】 10月28日（金）
※詳細はこちらから。
http://ejcrossing.main.jp/goannaisyo_cestbonlejapon2023.pdf
※お申込みはこちらから。
http://ejcrossing.main.jp/omoshikomisyo2023.pdf

お問い合わせ ユーロジャパンクロッシング
TEL：+33.142.63.59.90 （日本語可）
E-mail：event@cestbonlejapon.com

「『ISM Japan 2023 』国際菓子専門見本市」出展募集のご案内
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。是非ご参加くださ
い。

【会 期】

2023年4月12日（水）～14日（金） 10:00～17:00

【会 場】

東京ビッグサイト 東ホール

【募集締切】 11月30日（水） ※ブースが無くなり次第終了します。
※詳細はこちらから。
www.ism-japan.jp/

お問い合わせ 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
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【Information】
TAITRA「台湾国際フランチャイズブランド加盟オンライン商談会」ご案内（WEB）
台湾貿易センター（TAITRA）では、上記商談会を開催します。食のパラダイス台湾には3000以上
のフランチャイズブランドがあり、既に定番の「タピオカ」や、今話題の「台湾カステラ」「台湾唐揚げ」
の他、次に来る台湾デザートと注目を浴びる「豆花」など、日本で紹介されてない美食がまだ沢山
あります。是非本場のフランチャイズをご検討ください。
【日 時】
9月23日（金）
【形 式】
ZOOM、又はSKYPEにて台湾企業1社ずつとの商談
【参加費】 無料
【対 象】 台湾飲食フランチャイズ ブランドへの加盟、代理にご興味のある企業、又は自営業者
【締 切】
8月12日（金）
※詳細、お申込みはこちらから。
https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=29808

お問い合わせ 台湾貿易センター福岡事務所 担当：劉
TEL：092-472-7461 FAX：092-472-7463
E-mail：fukuoka@taitra.org.tw

TAITRA「台湾ハードウェアオンライン商談会」ご案内（WEB）
台湾貿易センター（TAITRA）では、この度、台湾企業から工具・金物の調達を希望される企業様を対
象としたオンライン商談会を開催します。本商談会では貴社でお求めの製品をお伺いし、私共にて
マッチする台湾企業をご紹介いたします。また、本商談会は商談後に調達の確約をお願いするもので
はありません。海外からの調達をご検討であれば、選択肢の一つとして、品質や価格面で優れた競争
力を有する台湾企業からの調達やアライアンスを是非ご検討ください。
【日 時】 10月12日（水）
【形 式】 オンライン Skypeのテレビ通話システムを使用
【参加費】 無料
【締 切】

8月15日（月）

※詳細、お申込みはこちらから。
https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=29850

お問い合わせ 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
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【Information】
見本市情報

開催期間
8月2日（火）～
8月5日（金）
東京ビッグサイト
（現地・オンライン
同時開催）
8月19日（金）～
8月21日（日）
東京ビッグサイト
（現地・オンライン
同時開催）
8月23日（火）～
8月24日（水）
東京ビッグサイト
（現地・オンライン
同時開催）

～国内開催見本市～
見本市名

URL

下水道展'22東京・下水道展'22
【建築・建設、電気、給排水、環境】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123277

第22回JAPANドラッグストアショー
【ヘルスケア、美容関連用品、食品、店舗用
設備】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/121410

バックオフィスDXPO【東京】 - 経営・経理・人
https://www.jetro.go.jp/j事・総務DX推進展【東京】
【事務用品・機器、OA機器、通信、情報処
messe/tradefair/detail/121301
理、総合見本市】

8月24日（水）～
8月26日（金）
東京ビッグサイト

第24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・食品、食品加工】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123934

8月25日（木）～
8月27日（土）
幕張メッセ

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2022
【DIY、工具、照明、園芸】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123438

8月31日（水）～
9月2日（金）
東京ビッグサイト

第8回エンディング産業展
【生活、冠婚葬祭】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/122216

8月31日（水）～
9月2日（金）
幕張メッセ

スマートエネルギー Week【秋】 2022
【エネルギー、先端技術、環境】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123683

8月31日（水）～
9月2日（金）
東京ビッグサイト

ジャパンジュエリーフェア2022
【宝石、貴金属、その他の産業用機器】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/122596

8月31日（水）～
9月2日（金）
幕張メッセ

第1回 ネプコン ジャパン秋
【電気・電子（製品、機器）、情報・通信】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123408

8月31日（水）～
9月2日（金）
幕張メッセ

第2回 PV EXPO【秋】～【国際】太陽光発電展
https://www.jetro.go.jp/j～
messe/tradefair/detail/123685
【エネルギー、環境、先端技術】

※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、中止となる可能性があります。
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【Information】
見本市情報

～海外開催見本市～
開催期間

見本市名

URL

9月2日（金）～
9月6日（火）
ドイツ / ベルリン

IFA 2022 - 国際コンシューマ･エレクトロニク
https://www.jetro.go.jp/jス展
messe/tradefair/detail/123004
【電気・電子（製品、機器）、通信】

9月6日（火）～
9月8日（木）
メキシコ / プラヤ・デ
ル・カルメン（現地・オ
ンライン同時開催）

LOGEX 2022 メキシコ国際物流展
【輸送・物流】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123659

9月7日（水）～
9月9日（金）
中国 / 深セン

CIOE 2022 - China International
Optoelectronic Exposition
【光学、光工学、レーザー技術・機器、通信】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/122385

9月7日（水）～
9月9日（金）
インドネシア /
ジャカルタ

Fi (Food ingredients) Asia - Indonesia 2022
【農林水産・食品】

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/121693

9月14日（水）～
9月16日（金）
インドネシア /
ジャカルタ

APCS 2022 - Asia Pacific Coatings Show
https://www.jetro.go.jp/j【化学、素材類、測定、その他の産業用機器・
messe/tradefair/detail/120783
設備】

9月14日（水）～
9月16日（金）
タイ / バンコク

Asean Sustainable Energy Week 2022 Entech Pollutec Asia
【環境、建築、機械】

9月20日（火）～
9月23日（金）
ドイツ / ベルリン

InnoTrans 2022 - 国際鉄道技術専門見本市 https://www.jetro.go.jp/j【鉄道、交通、建築】
messe/tradefair/detail/109463

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/121604

9月27日（火）～
9月29日（木）
WETEX & Dubai Solar Show 2022
アラブ首長国連邦 【環境、エネルギー】
/ ドバイ

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123207

9月27日（火）～
9月29日（木）
WEPACK 2022 - World Expo of the
中国 / 深セン（現 Packaging Industry
地・オンライン同時 【包装・輸送】
開催）

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/121250

9月28日（水）～
10月1日（土）
Cosmobeaute Malaysia 2022
マレーシア / クアラ
ルンプール（現地・オ 【化粧品、美容関連用品、香水、健康】
ンライン同時開催）

https://www.jetro.go.jp/jmesse/tradefair/detail/123242

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

ライブラリー新着図書(R4.6.21～R4.7.20)
番号

資料名

発行者名

受入年月日

1

日本貿易会月報 2022 6月号 №808

一般社団法人日本貿易会

2022/06/22

2

JFTC REPORT 2021.4-2022.3

一般社団法人日本貿易会

2022/06/22

3

TSR情報 №2903

株式会社東京商工リサーチ

2022/06/24

4

メッセ海外通信 Vol.61

（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
2022/06/27
貿易振興機構(ジェトロ)山口貿易情
報センター

5

鹿児島税関支署 管内貿易概況（令和4年
鹿児島税関支署
5月分）

2022/06/27

6

HONG KONG LINER №97

香港経済貿易代表部

2022/06/29

7

TSR情報 №2904

株式会社東京商工リサーチ

2022/07/01

8

台湾情報誌 交流 2022年6月 vol.975

公益財団法人日本台湾交流協会

2022/07/06

9

Japanese RESTRANT news Vol.31 №284 All Japan News , Inc.

2022/07/07

10

商工連ニュース みなみ風 第539号

鹿児島県商工会連合会

2022/07/08

11

TSR情報 №2905

株式会社東京商工リサーチ

2022/07/08

12

月刊グローバル経営 7/8月号 №460

一般社団法人日本在外企業協会

2022/07/13

13

TSR情報 №2906

株式会社東京商工リサーチ

2022/07/15

14

KER Vol.388

株式会社九州経済研究所

2022/07/19

15

KER 2022 データブック

株式会社九州経済研究所

2022/07/19

16

JBIC Today July 2022

株式会社国際協力銀行

2022/07/19

17

財界九州 8月号 №1174

株式会社財界九州社

2022/07/19
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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

鹿児島着

毎週火曜日 １７時着予定照願い

毎週日曜日 １３時～

【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

鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２４
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日高

TEL 099-203-0022

“http://www.kyoshingumi.co.jp/”

【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
「イーキューワルドワイド株式会社
㈱共進組

海外営業部

担当

岩下

TEL 099-203－0022

国際コンテナ混載便

代理店」

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との物流拠点 ■■

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との物流拠点，
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】

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９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。
国際コンテナターミナルの岸壁が延伸され，２隻同時接岸による効率的な荷役作業
が可能となりました。また，志布志港周辺においては，東九州自動車道や都城志布志
道路の整備ならびに物流倉庫の立地が進むなど物流機能向上が図られています。
【航路概要】

【国際コンテナターミナル（２隻同時接岸）】

台湾→週１便
韓国→週４便
中国→週２便
神戸→週２便
（国際フィーダー）

【幹線道路ネットワーク】

合計
４航路週９便

３

志布志港のトピック
・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。
御活用のほどよろしくお願いします。
リンク先：

https://www.pref.kagoshima.jp/ah09/trial/trialtop.html
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志布志港食品輸出小口混載貨物助成事業

志布志港湾振興協議会

◆事業目的◆
食品等の小口貨物を輸出するニーズの高まりや国が農林水産物・食品輸出目標
額を5兆円（2030年まで）に設定（令和２年３月31日）したことを受けて、志布志港発
着する外貿コンテナ定期航路、または、国内定期航路を利用する食品の小口貨物
をコンテナに混載し輸出する荷主企業に対して、予算の範囲内で輸出に係る経費の
一部を助成し、食品輸出の促進を図ることを目的としています。
◆助成内容◆
対象者

・日本国内に事業所を
有し、１年以上事業活
動を継続している企業
・船荷証券（Ｂ／Ｌ）の出
しの荷主企業

要件

助成額

・志布志港発着の外貿コンテナ定
期航路及び国内定期航路を活用
した輸出コンテナ貨物

・４千円／１ｔ若しく
は1 ㎥

・通関手続きが長崎税関鹿児島税
関支署志布志出張所管轄でなさ
れた貨物

・１コンテナへ混載
する小口貨物助成
限度額１万２千円
／１荷主

・複数企業によるコンテナ混載の
食品貨物

・年間助成金限度
額12万円／１荷主

◆申請方法◆
混載貨物の荷主が①単独で助成金交付申請を行うか、②他の混載貨物荷主の
同意を得て混載貨物荷主の代表者（商社等）として一括して助成金交付申請を行う
かの２つの方法があります。
（１）助成金申請に必要な書類
・助成金交付申請書（様式第１号）
・助成金申請代表者同意確認書（様式第２号） ※荷主代表者による申請の場合
・船荷証券（Ｂ／Ｌ）の写し
・輸出許可通知書の写し
・輸出小口混載貨物輸送証明書（様式第３号） ※国内定期航路利用時のみ
・定款及び法人の登記事項証明書 ※志布志市輸出関連助成金新規利用者のみ
（２）助成金請求に必要な書類
・助成金交付請求書（様式第５号）
・助成金交付決定通知書（様式第４号）の写し ※当協議会からの決定通知書
（３）その他
・助成金交付申請は、混載する荷主毎又は、荷主代表者が一括して申請が可能
・助成金の交付も混載する荷主毎又は、荷主代表者へ一括して交付が可能
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食品輸出小口混載貨物助成イメージ
Ａ社食品貨物

３㎥の貨物

志布志港湾振興協議会

①商品発注

（B/L）出し
商社

①混載依頼
Ｂ社食品貨物

コンテナ
手配・調整等

１ｔの貨物

Ｃ社食品貨物

コンテナ

４㎥の貨物

②食品貨物を混載
④輸出後
交付申請

Ｄ社食品貨物

1.4ｔの貨物

⑤助成
金交付

コンテナ船
③食品混載貨物を輸出

④輸出後
交付申請

（B/L）出し荷主企業

※

は、助成金申請代表者

⑤助成金交付

志布志港湾
振興協議会

【助成金交付例】
● 助成額は、重量若しくは体積１/ ｔ、㎥当たり 4,000円、端数は切上げ。
１コンテナ１社当たりの助成限度額は、12,000円。
各企業（荷主）の助成額
・Ａ社の助成額 12,000円（4,000円×3㎥）
・Ｂ社の助成額 4,000円（4,000円×１ ｔ ）
・Ｃ社の助成額 12,000円（4,000円×4㎥ 助成額上限）
・Ｄ社の助成額 8,000円（4,000円×1.5 ｔ 端数切上）
★ 総額で１コンテナ当たりの助成額は、３６，０００円となる。
※ ★の助成総額は、混載企業の重量・体積によって変わります。

の商社、Ｄ社が小口貨物の調整・コンテナの手配等を行い、 の外輸出企業
分の同意を得て、助成金申請代表者同意書を提出した場合、一括して★の助成金の
交付を受けることが可能。
【お問合わせ】
〒８９９－７１９２

鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目１番１号
志布志港湾振興協議会事務局（志布志市役所 港湾商工課港湾振興係内）
Ｔ Ｅ Ｌ：０９９－４７２－１１１１（内線２５３） ＦＡＸ：０９９－４７３－２２０３
ＭＡＩＬ：kouwansinkou@city.shibushi.lg.jp

関連ページURL: https://www.city.shibushi.lg.jp/site/kigyouguide/16301.html

- 20 -

相談料
無料！！

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。
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

販路拡大・輸出促進課）

※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－

実 務

弓場 秋信

通 関

役職名
弓場貿易㈱ 代表取締役

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

金 融

森口 真也

鹿児島海陸運送㈱谷山営業所 通関課 課長代理 通関士
㈱鹿児島銀行 地域支援部 国際ビジネス推進室 室長
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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。貿易協会会員は割引
価格（一般の 5％引き）で利用できます。
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。
（基準翻訳料金表）
日本語→外国語
貿易協会会員
一般
\6,000～
\5,700～
(400 字/１頁)
\6,000～
\5,700～
(400 字/１頁)
\6,000～
\5,700～
(400 字/１頁)
\6,500～
\6,175～
(400 字/１頁)

言語
英語
韓国語
中国語
その他

外国語→日本語
貿易協会会員
一般
\4,000～
\3,800～
(400 字/1 頁)
\4,000～
\3,800～
(400 字/1 頁)
\4,000～
\3,800～
(400 字/1 頁)
\5,000～
\4,750～
(400 字/1 頁)

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）

\57,000＋税

\60,000＋税

半日料金（４Ｈ）

\33,250＋税

\35,000＋税

【お問い合わせ先】
〒892-0824 鹿児島市大黒町 4-1-2F
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ます。
参加登録は随時受け付けておりますので、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。
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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】
：１２１社（令和４年７月１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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