
宮崎県経済国際化事業の紹介

県では、県内企業の国際化の推進を図るため、日本貿易振興会及び（社）宮崎県産業貿

易振興協会などと協力して、次のような事業を実施しています。なお、詳細につきまして

は、下記にお問い合わせください。

１ セミナー、相談会の開催

貿易実務、海外投資のノウハウなど、海外との取引に関してのセミナー、貿易相談

会の開催や電話等による相談の受付を行っています。

２ 海外経済交流ミッション等の派遣

県内企業の国際化を図るため、海外経済交流ミッションの派遣や、(社)宮崎県産業

貿易振興協会が行う貿易商談ミッションに対する支援を行っています。

３ 海外情報ネットワークの利用

( )宮崎県海外交流駐在員1

韓国（ソウル 、中国（上海 、台湾（台北 、及びシンガポールに駐在員を設置） ） ）

し、現地の経済情報等の収集、提供を行うとともに、本県企業の海外活動等のため

の支援を行っています。

( )日本貿易振興会及び外国政府機関との連携2

日本貿易振興会福岡貿易情報センターや在日の外国政府機関等と連携し、貿易、

投資などに関する各種の情報収集、提供を行っています。

４ ＩＴを活用した海外取引の支援

インターネット上に開設した見本市に県内外から出展している企業の商品情報等を

掲載し、貿易・取引及び商談の機会を提供します。

◆お問い合わせ先

県商工政策課情報・貿易係

住 所：〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１

ＴＥＬ：０９８５－２６－７０９４

(社)宮崎県産業貿易振興協会

住 所：〒８８０－０８０４ 宮崎市宮田町13-16県庁東別館２階２１号室

ＴＥＬ：０９８５－３８－９３５１



５ アドバイザー派遣

（財）宮崎県産業支援財団では、 等の認証取得や新商品・新技術の開発などにISO
、 。よって経営の向上を目指す中小企業を支援するため 民間の専門家を派遣しています

詳細につきましては、下記にお問い合わせください。

◆お問い合わせ先

（財）宮崎県産業支援財団創業支援課

住 所：〒８８０－０３０３ 佐土原町大字東上那珂１６５００－２

（宮崎テクノリサーチパーク内工業技術センター２Ｆ）

ＴＥＬ：０９８５－７４－３８５０

６ 県の融資制度

○フロンティア企業等育成貸付（国際化促進）

県では、中小企業者が国際化に対応した事業展開を行うために必要な設備資金、運

転資金の融資制度を設けています。

融資利率などの詳細につきましては、下記にお問い合わせください。

◆お問い合わせ先

県商工金融課金融係

住 所：〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１

ＴＥＬ：０９８５－２６－７０９７



宮崎県海外交流駐在員

利 用 の ご 案 内

宮崎県では、アジアの経済の拠点である韓国（ソウル 、中国（上海 、台湾（台北）） ）

及びシンガポールに海外交流駐在員を設置し、県内の企業や団体の皆様の貿易や海外での

活動を支援しています。

韓国 ソウル市 中国 上海市

台湾 台北市 シンガポール

ご利用の方法

海外交流駐在員との連絡業務は （社）宮崎県産業貿易振興協会又は（社）宮崎県観光、

協会が行います。駐在員のご利用を希望されるとき、貿易関連の場合は （社）宮崎県産、

業貿易振興協会まで、観光関連の場合は （社）宮崎県観光協会まで、ご連絡ください。、

原則無料ですが、依頼の内容により、現地での同行のための交通費等についてご負担頂

く場合があります。

お問い合わせ先

○貿易関連

社団法人宮崎県産業貿易振興協会

住 所：〒８８０－０８０４

宮崎市宮田町１３－１６ 県庁北別館２階２１号室

電 話：０９８５－３８－９３５１ ＦＡＸ：０９８５－３１－７６９７

E mtia@miyazaki-tia.or.jpメール：

http://www.miyazaki-tia.or.jpホームページＵＲＬ：

○観光関連

社団法人宮崎県観光協会

住所：〒８８０－０８０４

宮崎市宮田町３－４６ 県庁宮田町別館２階

電話：０９８５－２５－４６７６ ＦＡＸ：０９８５－２５－４６６８

http://www.kankou-miyazaki.or.jpホームページＵＲＬ：



つながる、広がる、世界が舞台！

みやざきインターネット国際見本市
http://e-trade.pref.miyazaki.jp/

みやざきインターネット国際見本市

トップページ

みやざきインターネット国際見本市貿易・取引館

食品・飲料のページ

ぜひ、一度ご覧ください

○商品の輸出・輸入を希望する国内・海外企業が約２９０社、出展中。

○その他、皆様のビジネスにお役に立つ情報も満載。

＜みやざきインターネット国際見本市とは＞

平成１４年３月、宮崎県がインターネット上に開設した仮想の見本市です。

国内外の事業者の皆様の事業概要や輸出（売込み ・輸入（買付け）をしたい商品などを掲載するこ）

とで、ビジネスチャンスの拡大を図ることを目的としています。

出展企業も引き続き募集中です

※出展料（最初の出展時のみ必要）

■宮崎県内の事業者１０，０００円 ■宮崎県外の事業者２０，０００円

○お問い合わせ

宮崎県商工政策課 情報・貿易係

E-mail shoko@pref.miyazaki.jpＴＥＬ：０９８５－２６－７０９４ ：

（社）宮崎県産業貿易振興協会

E-mail mtia@miyazaki-tia.or.jpＴＥＬ：０９８５－３８－９３５１ ：



（社）宮崎県産業貿易振興協会の事業のご案内

（社）宮崎県産業貿易振興協会は、県内唯一の貿易振興機関として、県内産業の国際化推進、海

外ビジネスの支援など、県内の貿易に関する事業を行っています。

また、県や日本貿易振興会（ジェトロ）の海外ネットワークを活用し、海外の企業・商品情報

の提供や、現地訪問のサポートを行っています。

貿易情報サービス

貿易、海外投資、海外経済の情勢等、ビジネスにお役立ていただける情報を掲載した「宮崎

貿易情報」を隔月、貿易関連イベントのご案内、海外駐在員のレポート等を掲載した「宮崎貿

易ＦＡＸ通信」を毎月発行しています。

また、日本貿易振興会や税関、関係団体等との情報交換により、随時皆様のご質問にお答え

します。

その他、海外企業の信用調査や海外からの引き合いレターなどの翻訳を行います。

セミナー、講演会の開催

貿易実務、海外投資のノウハウ、各国の経済

、 、社会情勢など 皆様のニーズに応じたテーマで

専門家をお招きしてセミナーや講演会を開催し

ます。

平成１５年１月海外貿易投資セミナー

「東アジア貿易・投資セミナー」

海外貿易商談会の開催

海外へ経済交流ミッションを派遣し、現地で商談会や企業・貿易関連施設等の視察を行い、

皆様に新しいビジネスチャンスを提供します。

平成１５年１月

タイ国 バンコク市での商談会

平成１５年１月

ベトナム社会主義共和国

ホーチミン市での企業視察



貿易・投資相談会の開催

海外との取引に関して、初歩的なものから、専門的なものまで、相談内容に応じて、アドバ

イザーが的確な指導・助言を行う貿易・投資相談会を開催します。

宮崎県海外交流駐在員設置

宮崎権が韓国（ソウル 、中国（上海 、台湾（台北）及びシンガポールに設置している海） ）

外交流駐在員を活用することができます。

ジェトロ宮崎情報デスク運営事業

日本貿易振興会（ジェトロ）の宮崎情報デスクを協会内に併設し、ジェトロデータベースや

貿易関係図書、海外通販カタログなどにより、貿易・投資等海外ビジネス全般に関する情報を

提供します。また、相談員を配置して、個別・具体的なご質問やご照会にお応えします。

国際見本市の参加・出展

県内企業製品の販路拡大を図るために国際見

本市への参加・出展を行います。

平成１４年４月シンガポールで開催された

国際食品見本市「ＦＨＡ２００２」へ参加

その他の事業

外国政府機関との連携○

アジアを中心とした諸外国の経済、貿易、投資環境等を理解し、海外ビジネスのチャン

スを拡げていただくため、在日の外国政府機関等と連携し、各種の情報収集、提供を行い

ます。

国際化先進企業・施設視察会の実施○

海外展開に関して先進的な取り組みをしている県内外の企業や施設の視察を行います。

会員交流会の実施○

会員相互の親睦と情報交換の場として交流会を開催します。



宮崎県の港
海上輸送から海洋性レクリエーションまで弾力に富んだ機能を有する［細島・宮崎・油津］

の重要港湾３港。国内はもちろん、世界中のマーケットから熱い視線を集めています。

＜宮崎県のCIQ体制＞

(注)税 関 出入国管理 人の検疫 動物検疫 植物検疫

○：指定
細島港 ○ ○ ○ ○ ○ ◇：無線検疫対象港

△：未指定、出張対応
宮崎港 △ △ △ × × ×：未指定

油津港 ○ ○ ◇ × ○

「 」 、九州の扇の要 に位置する
国際貿易の拠点

平成５年に韓国とのコンテナ定期
航路が開設され、細島港は東九州地
域の流通拠点として機能を拡充させ
つつあります。以来、ネットワーク
は拡大し、現在では神戸、釜山、高
雄、香港を経由して全世界２９カ国
と交易を進めています。
■細島港からの定期航路ネットワー

（平成15年1月現在）ク

宮崎県の港湾取扱貨物
量の５０％を占める、
南九州の物流拠点

宮崎港は南九州におけるフェリーやＲＯＲＯ船な
どの内貿複合一貫輸送の中心的役割を担える港です。
首都圏、関西圏、中部圏さらには沖縄との定期航路
が開設され、正に南九州の玄関口としての役割が期
待されています。

■宮崎港からのネットワーク
（平成15年1月現在）

宮崎県南部の産業を支える、
県南地域の産業振興拠点

平成１１年１２月に、油津港初の定
期航路となる東京、大阪とを結ぶＲ
ＯＲＯ船が就航、１３年１月には釜
山との間に外貿定期コンテナ航路が
開設され、油津港が国内外の主要な

。港と直接結ばれることとなりました
今後、県南地域の産業振興の拠点と
して、大きな役割を果たしていくも
のと期待されます。

（平成15年1月現在）■油津港からの定期航路ネットワーク
○お問い合わせ 宮崎県土木部港湾課 ０９８５－２６－７１８８



貿易関連機関・団体等の一覧

【経済産業省】

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ホームページアドレス

110-8901 1-2-2 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp経済産業省 東京都千代田区霞が関

812-8546 2-11-1 092-482-5405 http://www.kyushu.meti.go.jp九州経済産業局 福岡市博多区博多駅東

福岡合同庁舎

【税 関】

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ホームページアドレス

801-0841 093-332-8372 http://www.moji-customs.go.jp門司税関 福岡県北九州市門司区西海岸

門司港湾合同庁舎内1-3-10

883-0063 0982-56-1253 http://www.hososhima-customs.go.jp門司税関細島税関支署 宮崎県日向市竹島町１

細島港湾合同庁舎内

880-0912 297 0985-63-5600 http://www.hososhima-customs.go.jp/homepage門司税関細島税関支署 宮崎県宮崎市大字赤江

/hp last /miyazakiap.htm宮崎空港出張所 宮崎空港内 ( )

887-0001 4-12-1 0987-22-2879 http://www.hososhima-customs.go.jp/homepage門司税関細島税関支署 宮崎県日南市油津

/abu/framepage1.htm油津出張所 油津港湾合同庁舎内

【検 疫 所】

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ホームページアドレス

812-0031 1-22 092-271-5873 http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka福岡検疫所 福岡市博多区沖浜町

福岡港湾合同庁舎

883-0063 0982-52-3934福岡検疫所細島出張所 宮崎県日向市大字日知屋字

堀川 細島港湾合同庁舎内16847-5

【防 疫 所】

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ホームページアドレス

801-0841 093-321-1404門司植物防疫所 福岡県北九州市門司区西海岸

門司港湾合同庁舎内1-3-10

883-0063 0982-53-1339門司植物防疫所 宮崎県日向市竹島町１

鹿児島支所細島出張所 細島港湾合同庁舎内

【県内の貿易関係団体】

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ホームページアドレス

880-0804 13-16 0985-38-9351 http://www.miyazaki-tia.or.jp社団法人宮崎県産業 宮崎県宮崎市宮田町

貿易振興協会 県庁北別館２階２１号室
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