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　皆様方におかれましては、平素から本会事業の推進に格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。ま
た、本年６月には本会の創立60周年記念式典を盛大に執り行うことができました。これもひとえに県内
中小企業の皆様を始め、行政及び関係機関の皆様の御支援の賜物であり、重ねてお礼申し上げます。
　さて、本会は、伝統産業や地場産業を中心に県内中小企業で組織された400余りの「中小企業組合」
で構成しており、技術開発やデザイン開発、販路開拓、人材育成等の様々な共同事業を実施しておりま
すが、近年、国境を越えた経済のグローバル化の進展や国内需要の低迷等により、四国タオル工業組合
や愛媛県酒造協同組合など多くの中小企業組合が国外に目を向け、積極的に海外展開にチャレンジする
意欲が高まっております。
　本会が海外展開支援に取り組んだのは、このような気運に対応してポストチャイナとしてのベトナム
に注目し、平成24年度に、駐日ベトナム大使を愛媛県に招聘して県内企業訪問や講演会、パネルディス
カッションなどを実施したのが第一歩です。
　翌平成25年度には、このつながりを活かしてベトナムに経済ミッションを派遣し、ベトナム政府を表
敬訪問するとともに、中村知事立会いのもと、本会が事務局を務める愛媛県外国人技能実習生受入組合
協議会（外国人技能実習生共同受入事業を実施している県内約40組合で組織）とベトナム海外労働管理
局との「外国人技能実習生受入に関する包括協定」を全国で初めて締結しました。ホーチミン市では県
内企業10社と現地企業との商談会も開催して好評を博し、企業からの強い要望により翌年度にも再び商
談会を開催しており、これまでに約２億円の成約を得ることができました。
　さらに平成27年度には、ベトナムでのノウハウを活かして、愛媛県から初めて派遣されたミャンマー経
済ミッションの運営にも参画し、現地企業との商談会開催やミャンマー海外人材派遣企業協会との包括協
定締結を始め、日本大使館の表敬訪問、日本企業等が加盟する現地日本人会との交流会にも参加するなど、
愛媛県や関係機関と協力して県内中小企業の海外展開に活発な支援活動を展開しているところです。
　地域ブランドとして全国的に評価が高く、海外展開にも積極的に取り組んでおられる今治タオルの成
功事例に学べば、経営基盤の脆弱な中小企業が大企業に伍して海外展開するためには、「ヒト・モノ・カネ・
情報」などの経営資源を『組合』に集中し、確かな技術と信頼を武器に、各々が持つ「日本の技」に磨
きをかけて、『組合』として協同してチャレンジするのが極めて有効で効率的だと言えると思います。
　国内市場の縮小や従業員の人材不足も深刻化する中、海外への販路開拓や外国人技能実習制度の活用
など中小企業組合の果たす役割は益々重要になって参ります。本会では、今後とも愛媛県や愛媛県産業
貿易振興協会等の関係支援機関と連携を密にして、県内中小企業組合、各企業への積極的な支援活動に
取り組んで参りますので、引き続き御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

県内中小企業組合の海外展開と
中央会の取組み

愛媛県中小企業団体中央会　会長　服部　　正
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　地方においても急速な経済のグローバル化が進展し
ており、企業の成長を支えるための幅広い視野と国際
的な経営感覚を持つ人材の育成が必要となっている。
そこで当会議所では、企業の海外展開の必要性や事例
を学ぶため、会員事業所の中堅社員を対象に７月２日
から６日までの間、海外研修を実施した。

○日　程
月　日 地　名 行程・視察先等

７月２日㈯ 松山
→マニラ

移動日

７月３日㈰ マニラ 市内視察
リサール公園、マニラ大聖堂、�
商業施設モールオブアジア　ほか

７月４日㈪ マニラ ・フィリピン日本人商工会議所
・�フィリピン経済特区庁（PEZA）
・JTBマニラ支店
・TMJ�Philippines�BPO
　Service,�Inc.

７月５日㈫ マニラ ①株式会社前野技研
②株式会社昭芝フィリピーナ
③Les�Gants�Philippines,�Inc.
④美須賀海運株式会社
　マニラ支店
⑤視察先との懇談会

７月６日㈬ マニラ
→松山

移動日

○概　要
【７月３日㈰】
市内視察
　リサール公園、マニラ大聖堂、商業施設モールオブ
アジアなど市内視察を行った。マゼラン来航から植民
地時代を経て独立するまでの歴史や宗教を学び、また、
現在の経済成長を象徴する、延べ床面積38万６千平方
メートルにも及ぶアジア最大級のショッピングモール
を見学することで、堅調に経済発展を続け、多様性に
富むフィリピンに対する理解を深めた。

アジア最大級の商業施設（ＳＭ）モールオブアジア

【７月４日㈪ 】
フィリピン日本人商工会議所
事業内容：�約600の日系企業が加盟する商工会議所。

企業間の親睦・連携促進や円滑な活動のた
めの情報提供などを行う。

　フィリピンの経済情勢等について説明を受けた。
フィリピンの経済成長率は、約10年前から継続してな
だらかな成長を続けており、この要因としては、「旺
盛な個人消費」と約1,000万人もの国外にいる在外フィ
リピン人労働者（OFW）からの「送金」に支えられ
ていることが挙げられる。人口１億人を超え、平均年
齢も23歳と非常に若いことから、今後も高い経済成長
率を維持していくものと予想される。安全面について
は、日本では「犯罪多発・情勢不安」など治安が悪い
というネガティブなイメージが定着し、投資国として
敬遠されてきたが、基本的な安全管理を行っていれば
駐在員が事件に巻き込まれるケースは稀である。正確
な情報の収集を行い、実際に現地を訪れてもらえれば、
フィリピンが有望で魅力ある市場であることがわかる
とのことであった。

フィリピン日本人商工会議所でのブリーフィング

中堅社員海外研修2016＜フィリピン＞報告
松山商工会議所
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フィリピン経済特区庁（PEZA）
事業内容：�フィリピン貿易産業省（DTI）傘下の投資

促進機関。投資推進、雇用創出、輸出増加
を目的として、農産業、工業、旅行業、レ
クリエーション業など326の経済特区の管
理を行う。

　経済特区の概況や優遇措置などについて説明を受け
た。PEZAは貿易産業省（DTI）の法定機関で、フィ
リピン全土には産業、IT、観光、医療、農業等合わ
せて343の経済特区がある。経済特区内では、輸出型
企業に対して、４年から最長８年までの法人税免除を
はじめとする優遇処置が与えられ、ワン・ストップ・�
ショップでの各種申請・許可が行われている。近いう
ちに現長官のデリマ氏が退任とのことであるが、長
官が代わってもPEZAの政策に変更はないとの説明が
あった。

エルマー・サン・パスクアル報道官によるプレゼンテーション

JTBマニラ支店
事業内容：�JTBグループ企業。日本からのツアー手配

や取扱いの他、フィリピン発のツアーを企
画している。

　進出のきっかけや現地の旅行事情について説明を受
けた。フィリピンは、ASEANの中で高い経済成長率
を誇り、訪日VISA要件緩和や日比フライト数の大幅
増便と新規就航により訪日旅行者の増加、インセン
ティブ旅行として日本の人気が高いことから支店を開
設した。現在、SNSや口コミで日本に対する関心はさ
らに高まりを見せていることから、若者や裕福層等を
中心にプロモーション活動を行うこととしているとの
説明を受けた。

高い成長率を背景にビル建設等ハード整備が進む

TMJ Philippines BPO Service, Inc.
事業内容：�コールセンター・バックオフィス（事

務処理センター）の構築・運営を行う。
ASEANにおける中核拠点として、日系企
業向けにコールセンター・バックオフィス
などのオフショアサービスを中心とした
BPO（ビジネス・プロセス・アウトソー
シング）を展開している。

　BPO産業の概況や同社の事業概要について説明
を受けた。同社は、ASEANにおける中核拠点とし
て、日系企業向けにオフショアサービスを中心とした
BPOを展開、フィリピン国内向けカスタマーサービ
ス、また、欧米外資系企業向けに英語力を活用した既
存業務の見直しを提案するBPR（ビジネスプロセス・
リエンジニアリング）サポートなどの拡大を目指して
いる。現在、英語能力の高さや勤勉な国民性からフィ
リピンはコールセンターBPO分野で2010年にインド
を抜き世界第１位となっているが、同社も更にフィリ
ピンでビジネスを拡大して行きたいとのことであっ
た。

【７月５日㈫ 】
株式会社前野技研
事業内容：�製缶・溶接・機械加工・塗装・亜鉛メッキ

仕上げの製品等の日本へ輸出を行ってい
る。代表取締役会長の前野氏（愛媛県出身）
が定年退職後、2001年に現地で起業した。

　フィリピンでの起業や現状等について説明を受け
た。前野会長が企業勤務時代、27か国の様々な国籍の
従業員と接した結果、日本人にとってフィリピン人が
最も一緒に働きやすいと実感するとともに、フィリピ
ン人の手先の器用さやコミュニケーション能力を高く
評価した。加えてフィリピンはチャイナリスクがなく、
フィリピンに進出した企業は、安定した経営を続けて
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いる。また、同社があるFCIE工業団地（PEZA区域
内）は、中小企業に対し様々な優遇措置があるため、
PEZAへの進出のメリットは大きいとの説明があっ
た。

PEZA区域内に進出している㈱前野技研にて

株式会社昭芝フィリピーナ
事業内容：�自動車プレス部品などの製造・販売を行っ

ている。
　　　　　�フィリピン拠点では、自動車部品製造、金

属プレス加工、樹脂成形・加工、金型設計
製造を行う。

　同社のフィリピン進出の経緯や現状等について説明
を受けた。1980年代に日本の自動車メーカーが生産拠
点を海外に移し始めたのをきっかけに、受注減少等の
危険を避け、事業の継続と拡大を図るため、国内で蓄
積した技術の海外への移転を決定。その第一歩として、
1994年にフィリピンに現地工場を設立した。現在まで
政権が代わっても国の政策が一貫していることから、
他国と比べ安定した操業が続けられているとのことで
あった。

Les Gants Philippines, Inc.
事業内容：�手袋製造会社。世界的な有名デザイナーと

ライセンス契約を結び、スポーツやファッ
ショングローブの企画、デザインから製造
販売までを行う。

　同社工場の業務内容等について説明を受けた。フィ
リピンには、1986年３月に進出、主にバッティンググ
ローブ、ゴルフグローブの製造を行っている。グロー
ブは多くのパーツを組み合わせ縫製する作業がほとん
どであるが、フィリピン人は手先が器用で細かい作業
が得意なため、同国で質の高い製品を製造することが
できている。繁忙期は、朝６時から夜10時までの長時
間労働になることもあるが、しっかりと対価を払って
いれば、労働問題も起きにくいとの説明を受けた。

美須賀海運株式会社　マニラ支店
事業内容：�船舶管理会社。品質管理システム（ISO9001：

2008）に沿った独自の船舶管理システムに
よって船舶管理・船員配乗を行う。

　会社概要や船員配乗業界を取り巻く環境について説
明を受けた。同社は、日本人船員の減少、給与の高騰
から、安価で優秀な人材を確保できるフィリピンに
1997年に進出した。フィリピン人船員を確保するため
の取り組みとして、商船学校と提携し優秀な学生には
奨学金を支給するとともに、インターンシップを受け
入れるなど若いころから能力開発し、企業に愛着を
持ってもらえるような人材教育・育成を行っていると
のことであった。

○所　感
　参加者から、実際に現地を訪れることにより、フィ
リピンに対するイメージが大きく変わるとともに、同
国の急速な発展を実感することが出来た、業種の異な
る立場の参加者からの視察先での質問や回答を聞くこ
とで、更にグローバル化への対応や経営戦略等につい
て学ぶことができた、などの声があった。
　ご参加いただいた皆様には企業の中核を担う社員と
して、本研修で培った知識を今後の企業活動に活かし
て頂ければと感じている。

現地の様々な情報を得た視察先との懇談会
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　先般、神戸税関から2016年（平成28年）上半期の愛
媛県内の貿易概況が発表されましたので、その概要に
ついてご紹介いたします。

１．愛媛県内の貿易概況
⑴　総括
　愛媛県内の貿易は、輸出が3,181億円と前年同期比
で11.2％減少する一方、輸入も3,764億円と同23.4％減
少しており、総額で6,945億円と前年同期比18.3％の減
少となっています。
　四国圏の貿易額に占める愛媛県の占める割合は、総
額で71.0％となっています。また、全国の貿易額に占
める割合は、総額で1.0％と従来と特に変化はありま
せん。
�　なお、愛媛県内の貿易額とは、神戸税関管内で愛媛
県内の松山（宇和島出張所を含む）、今治、新居浜（三
島出張所を含む）各税関支署における貿易額です。

（表１）2016年（平成28年）上半期の貿易額（確定値）

愛�媛�県�の�貿�易�額
四　国 全　国

（百万円） 前年
同期比 四国比 全国比

輸出 318,161 88.8% 68.5% 0.5% 464,331 34,518,616

輸入 376,419 76.6% 73.3% 1.2% 513,374 32,708,982

総額 694,580 81.7% 71.0% 1.0% 977,705 67,227,598

⑵　輸出入額の推移
　愛媛県内の輸出入額推移は、以下のとおりです。

（表２）愛媛県輸出入額推移（確定値）

輸　出 輸　入 総　額
価　額

（百万円）
前年比
（%）

価　額
（百万円）

前年比
（%）

価　額
（百万円）

前年比
（%）

2004年 402,765 120.8 502,341 122.3 905,105 121.6�
2005年 486,492 120.8 608,758 121.2� 1,095,250 121.0�
2006年 594,741 122.3 820,138 134.7� 1,414,879 129.2�
2007年 750,084 126.1 1,090,263 132.9 1,840,347 130.1
2008年 745,892 99.4 984,860 90.3� 1,730,752 94.0�
2009年 647,033 86.7 655,219 66.5� 1,302,252 75.2�
2010年 719,891 111.3 831,851 127.0� 1,551,741 119.2�
2011年 695,824 96.7 971,312 116.8� 1,667,136 107.4�
2012年 694,401 99.8 957,640 98.6 1,652,041 99.1
2013年 727,757 104.8 1,049,275 109.6 1,777,032 107.6
2014年 668,031 91.8 1,051,725 100.2 1,719,756 96.8
2015年 686,276 102.7 950,308 90.4 1,636,584 95.2
2015年
上半期 358,488 102.7 491,697 89.8 850,185 94.8

2016年
上半期 318,161 88.8 376,419 76.6 694,580 81.7

２．輸出の状況
⑴　主要品目別の輸出状況
　平成28年上半期の愛媛県内の品目別での輸出状況
は、「輸送用機器」が1,237億円と全体の38.9％を占め
ており、そのほとんどは「船舶類」ですが、1,232億
円と輸出全体の38.7%を占めています。
　これに続くのは、「化学製品」で、輸出全体の27.5%
を占める873億円となっています。その内訳は、「有機
化合物」が595億円で全体の18.7%、「プラスチック」
が184億円で同5.8%となっています。
　第３位は、「原料別製品」の590億円で全体の18.6%
を占めています。その内訳は、「非鉄金属」が293億円
で輸出全体の9.2%、さらに「織物用糸及び繊維製品」
が94億円で同3.0%、「非鉄金属鉱物製品」が90億円で
同2.9%、「鉄鋼」が69億円で同2.2%となっています。
　第４位以下は、「一般機械」が180億円で同5.7%、「織
物用繊維及びくず」などの「原料品」が100億円で同
3.1%、「鉱物性燃料」が53億円で同1.7%、などとなっ
ています。

（表３）愛媛県の平成28年上半期品目別輸出額表（確定値）

順
位

品　目
（カテゴリー、内訳品目別）

価　額
（単位：百万円） 構成比

１ 輸送用機器 123,780 38.9%
①船　舶 123,285 38.7%

２ 化学製品 87,343 27.5%
②有機化合物 59,587 18.7%
④プラスチック 18,465 5.8%

３ 原料別製品 59,078 18.6%
③非鉄金属 29,313 9.2%
⑤織物用糸及び繊維製品 9,456 3.0%
⑥非鉄金属鉱物製品 9,081 2.9%
⑦鉄　鋼 6,977 2.2%

４ 一般機械 18,095 5.7%
５ 原料品 10,006 3.1%
⑧織物用繊維及びくず 5,130 1.6%

６ 鉱物性燃料 5,353 1.7%
⑨石油製品 4,916 1.5%

７ 電気機器 2,364 0.7%
８ 食料品 2,063 0.6%

（注）１、２、３…は、カテゴリー別順位、
　　 ①、②、③…は、内訳品目別順位。

平成28年上半期の愛媛県内の貿易概況
愛媛県産業貿易振興協会 
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⑵　主要地域（国）別の輸出状況
　平成28年上半期の愛媛県内から仕向国ごとの輸出状
況は、地域別では、アジアが1,751億円で輸出全体の
過半数となる55.1%を占めています。これに続くのが
中南米の728億円で輸出全体の22.9%、以下第３位が大
洋州の196億円で同6.2％、第４位が北米の178億円で
同5.6％、第５位西欧163億円で同5.1％、第６位アフリ
カ135億円で同4.3％、第７位中東欧・ロシア等13.9億
円で同0.4％、第８位が中東で13.1億円の同0.4％となっ
ています。
　国別では、パナマが第１位で、673億円と輸出全体
の21.2%を占めています。第２位の中国は輸出全体の
17.3％を占める551億円。以下、第３位が韓国の357億
円で同11.2％、第４位台湾が314億円で同9.9％、第５
位のシンガポールが190億円で同6.0％などとなってい
ますが、これらの国以外にも香港、フィリピン、イン
ドネシア、ベトナム、インドなど多くのアジアの国が
上位を占めています。
　また、アジア以外では、アメリカ合衆国が175億円
で第６位、西欧のフランスが44億円で同第13位、同じ
くベルギーが40億円で第14位、ドイツが17億円で第18
位、オランダが14億円で第19位、大洋州ではオースト
ラリアが21億円で第16位になっています。
　なお、輸出仕向国で第１位のパナマは、便宜置籍船
の関係による同国への「船舶類」輸出が突出していま
す。また、アフリカのリベリアが129億円で輸出全体
の4.1%を占めるのも同じ要因です。

（表４）愛媛県の平成28年上半期仕向国別輸出額表（確定値）

順
位

輸出仕向国
（地域、各国別）

価　額
（単位：百万円） 構成比

１ アジア 175,197 55.1%
②中　国 55,173 17.3%
③韓　国 35,709 11.2%
④台　湾 31,492 9.9%
⑤シンガポール 19,060 6.0%
⑧香　港 6,918 2.2%
⑨フィリピン 5,848 1.8%
⑩インドネシア 5,191 1.6%
⑪ベトナム 4,910 1.5%
⑫インド 4,822 1.5%
⑮タ　イ 3,086 1.0%
⑰マレーシア 2,011 0.6%

【参考】ASEAN 40,270 12.7%
２ 中南米 72,810 22.9%
①�パナマ 67,376 21.2%
⑳ブラジル 1,262 0.4%

３ 大洋州 19,667 6.2%
⑯オーストラリア 2,114 0.7%

４ 北　米 17,860 5.6%
⑥アメリカ合衆国 17,515 5.5%

５ 西　欧 16,341 5.1%
⑬フランス 4,420 1.4%
⑭ベルギー 4,023 1.3%
⑱ドイツ 1,706 0.5%
⑲オランダ 1,446 0.5%

【参考】E　U 14,729 4.6%
６ アフリカ 13,580 4.3%
⑦リベリア 12,927 4.1%

７ 中東欧・ロシア等 1,396 0.4%
㉑ロシア 1,141 0.4%

８ 中　東 1,310 0.4%
㉒サウジアラビア 605 0.2%

（注）１、２、３…は、地域別順位、
　　 ①、②、③…は、各国別順位。

３．輸入の状況
⑴　主要品目別の輸入状況
　平成28年上半期の愛媛県内の品目別での輸入状況
は、カテゴリー別では「原料品」が1,542億円で輸入
全体の41.1％を占めています。その内訳は、輸入品目
中第１位の「金属鉱及びくず」が1,357億円でそのほ
とんどを占めています。その内容は、836億円の「銅鉱」
を含み輸入全体の31.3%を占める「非鉄金属鉱」の1,177
億円がほとんどですが、その他にも品目別第６位の「パ
ルプ」の130億円、同3.5％があります。
　第２位のカテゴリーは、「鉱物性燃料」で、輸入全
体の33.1%を占める1,243億円となっていますが、この
内訳は、927億円と品目別第２位で輸入全体の24.7%の
「原油及び粗油」、149億円で品目別第４位同4.0%の「石
炭」、同じく第７位で109億円、同2.9%の「石油製品」
です。
　続くカテゴリー第３位は「原料別製品」で、543億
円と輸入全体の14.5％になっています。その内容は、
品目別第３位の「木製品及びコルク製品（除く家具）」
が217億円で輸入全体の5.8%、同じく第５位の「金属
製品」が145億円で同3.9％、第８位の「織物用糸及び
繊維製品」が103億円で同2.7％となっています。
　第４位は「化学製品」で159億円、輸入全体の4.2％
となっており、その内訳には、「有機化合物」や「プ
ラスチック」、「無機化合物」などがあります。
　その後は第５位「一般機械」の69億円、第６位「電
気機器」の59億円、第７位「食料品」の31億円、第８
位「輸送用機器」の20億円と続いています。
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（表５）愛媛県の平成28年上半期品目別輸入額表（確定値）

順
位

品　目
（カテゴリー、内訳品目別）

価　額
（単位：百万円） 構成比

1 原料品 154,286 41.1%
①金属鉱及びくず 135,705 36.1%
⑥パルプ 13,080 3.5%

2 鉱物性燃料 124,356 33.1%
②原油及び粗油 92,783 24.7%
④石　炭 14,960 4.0%
⑦石油製品 10,901 2.9%

3 原料別製品 54,397 14.5%
③木製品及びコルク製品（除く家具） 21,781 5.8%
⑤金属製品 14,566 3.9%
⑧織物用糸及び繊維製品 10,325 2.7%

4 化学製品 15,911 4.2%
5 一般機械 6,999 1.9%
6 電気機器 5,999 1.6%
7 食料品 3,107 0.8%
8 輸送用機器 2,033 0.5%

（注）１、２、３…は、カテゴリー別順位、
　　 ①、②、③…は、内訳品目別順位。

⑵　主要地域（国）別の輸入状況
　平成28年上半期の愛媛県内の被仕向国ごとの輸入
状況は、地域別では、アジアが第１位の1,541億円で
輸入全体の41.1%を占めています。これに続いて中南
米が590億円で同15.7%、第３位が中東の469億円で同
12.5％、第４位が北米の395億円で同10.5％、第５位が
大洋州の336億円で同9.0％、第６位が中東欧・ロシア
等の281億円で同7.5％、第７位が西欧の137億円で同
3.7％、第８位がアフリカの２億円で同0.1％となって
います。
　国別では、原油の輸入を背景としたサウジアラビア
が第１位で、435億円で輸入全体の11.6%を占めていま
す。その他にも原油関連ではクウェートが10億円の同
0.3％で第22位になっています。第２位は中国が331億
円で同じく8.8％、第３位は原料品の「金属鉱及びくず」
中の「非鉄金属鉱」の輸入を主とするチリが299億円
で同8.0％になっています。「非鉄金属鉱」では、ほか
にも内訳品目別第７位のペルーも243億円で同6.5%と
なっています。
　また、第４位にはオーストラリアが298.8億円の同
8.0％、第５位はインドネシアで298.5億円の同7.9％、
第６位にロシアが280億円で同7.5％、第８位にフィリ
ピンが238億円で同6.3％、第９位にはカナダが209億
円で同5.6％、第10位に韓国が187億円の同5.0％、第11
位にアメリカ合衆国が185億円で同4.9％となっていま
す。

（表６）愛媛県の平成28年上半期被仕向国別輸入額表（確定値）

順
位

輸入被仕向国
（地域、各国別）

価　額
（単位：百万円） 構成比

1 アジア 154,153 41.1%
②中　国 33,110 8.8％
⑤インドネシア 29,850 7.9%
⑧フィリピン 23,802 6.3%
⑩韓　国 18,793 5.0%
⑫ベトナム 16,406 4.4%
⑬マレーシア 15,079 4.0%
⑮タ　イ 7,028 1.9%
⑱インド 2,451 0.7%
⑲台　湾 2,293 0.6%

【参考】ASEAN 96,144 25.6%
2 中南米 59,092 15.7%
③チ　リ 29,941 8.0%
⑦ペルー 24,371 6.5%
⑯メキシコ 2,914 0.8%

3 中　東 46,969 12.5%
①サウジアラビア 43,526 11.6%

4 北　米 39,536 10.5%
⑨カナダ 20,993 5.6%
⑪アメリカ合衆国 18,543 4.9%

5 大洋州 33,647 9.0%
④オーストラリア 29,888 8.0%
⑳ニュージーランド 2,028 0.5%

6 中東欧・ロシア等 28,194 7.5%
⑥ロシア 28,063 7.5%

7 西欧 13,721 3.7%
⑭スペイン 7,237 1.9%
⑰イタリア 2,510 0.7%

【参考】E　U 12,924 3.4%
8 アフリカ 202 0.1%

（注）１、２、３…は、地域別順位、
　　 ①、②、③…は、各国別順位。

４．愛媛県内の税関官署（所）別の貿易額
　愛媛県内には、神戸税関の支署、出張所として、松
山税関支署、宇和島出張所、今治税関支署、新居浜税
関支署、三島出張所の各支署、出張所があります。
　各支署および出張所所管の港湾別での平成28年上半
期の貿易額は次表のようになっています。
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（表７）平成28年上半期の愛媛県税関官署（所）港別貿易額（確定値）

総　額 価　額
�（百万円）

前　年
同期比

対愛媛県
構成比

対四国
構成比

対全国
構成比

全　　国 67,227,598 87.0% － － 100.0%
四　　国 977,705 86.3% － 100.0% 1.5%
愛 媛 県 694,580 81.7% 100.0% 71.0% 1.0%
松 山 港 74,402 92.4% 10.7% 7.6% 0.1%
宇和島港 1,738 48.9% 0.3% 0.2% 0.0%
今 治 港 287,086 84.5% 41.3% 29.4% 0.4%
新居浜港 254,817 73.2% 36.7% 26.1% 0.4%
三島川之江港 76,537 97.7% 11.0% 7.8% 0.1%

輸　出 価　額
�（百万円）

前　年
同期比

対愛媛県
構成比

対四国
構成比

対全国
構成比

全　　国 34,518,616 91.3% － － 100.0%
四　　国 464,331 99.8% － 100.0% 1.3%
愛 媛 県 318,161 88.8% 100.0% 68.5% 0.5%
松 山 港 51,460 87.3% 16.2% 11.1% 0.1%
宇和島港 1,109 39.2% 0.3% 0.2% 0.0%
今 治 港 153,146 98.9% 48.1% 33.0% 0.4%
新居浜港 97,752 76.3% 30.7% 21.1% 0.3%
三島川之江港 14,693 106.0% 4.6% 3.2% 0.0%

輸　入 価　額
（百万円）

前　年
同期比

対愛媛県
構成比

対四国
構成比

対全国
構成比

全　　国 32,708,982 82.8% － － 100.0%
四　　国 513,374 76.9% － 100.0% 1.6%
愛 媛 県 376,419 76.6% 100.0% 73.3% 1.2%
松 山 港 22,941 106.4% 6.1% 4.5% 0.1%
宇和島港 629 86.7% 0.2% 0.1% 0.0%
今 治 港 133,939 72.4% 35.6% 26.1% 0.4%
新居浜港 157,065 71.4% 41.7% 30.6% 0.5%
三島川之江港 61,844 95.9% 16.4% 12.0% 0.2%
（注）松山港は松山空港を含む。

　愛媛県内港からの輸出については、従来同様、今治
港と新居浜港の「船舶」や化学製品の「有機化合物」、
原料別製品の「非鉄金属」や「織物用糸及び繊維製品」
「非金属鉱物製品」等が大部分を占めているという状
況に特に変化はありません。
　今治港からの輸出は、前年同期比で若干減少の1,531
億円となっていますが、愛媛県全体の48.1%と半分
近くを占めています。また、新居浜港も前年同期比
23.7％減少の977億円ですが、愛媛県全体の30.7％と
なっており、この両港で愛媛県全体の輸出の78.8％を
占めています。
　また、輸入でも「金属鉱及びくず」を中心とする
原料品や「原油及び粗油」を中心とする鉱物性燃料、
原料別製品の輸入により、新居浜港が前年同期より
も28.6％減少していますが、1,570億円で愛媛県全体の
41.7％、今治港も1,339億円で前年同期比27.6％減少し
ていますが、愛媛県全体の35.6％と、この両港で全体

の77.3％を占めています。さらに、この両港に続く三
島川之江港も618億円で全体の16.4%を占めており、こ
の３港で輸入全体の93.7%となっています。

５．四国圏内での愛媛県および他県の貿易状況
　四国圏の平成28年上半期の県別貿易額の状況は下表
のとおりです。
　四国圏全体では、平成28年上半期の輸出は前年同期
比0.2%減少の4,643億円、輸入は同23.1%減少の5,133億
円となっており、総額では同13.7%減少して9,777億円
になっています。
　四国全体に対する各県の割合は、輸出では、愛媛県
が3,181億円で68.5％と過半数を占めており、続いて香
川県が1,226億円で全体の26.4％、高知県が194億円で
同4.2％、徳島県が40億円で同0.9％となっています。
　ただし、愛媛県は前年同期比11.2％減少しています
が、香川県は前年同期比42.2％、高知県は同16.7％、
徳島県は同2.7％増加しています。
　輸入は、愛媛県が3,764億円で四国全体の73.3％を占
め、続く香川県が859億円で同16.8％、徳島県が387億
円で同7.6％、高知県が121億円で同2.4％となっていま
す。
　また、徳島県が16.6％、高知県が19.9％、香川県が
24.4％の減少となる中で、愛媛県も23.4％減少するな
ど各県とも前年同期比で減少しています。

（表８）平成28年上半期の四国圏県別貿易状況（確定値）

総　額 価　額（百万円） 前年同期比 構成比
四国圏 977,705 86.3% 100.0%
愛媛県 694,580 81.7% 71.0%
香川県 208,625 104.3% 21.3%
徳島県 42,845 84.9% 4.4%
高知県 31,655 99.2% 3.2%
輸　出 価　額（百万円） 前年同期比 構成比

四国圏 464,331 99.8% 100.0%
愛媛県 318,161 88.8% 68.5%
香川県 122,634 142.2% 26.4%
徳島県 4,070 102.7% 0.9%
高知県 19,466 116.7% 4.2%
輸　入 価　額（百万円） 前年同期比 構成比

四国圏 513,374 76.9% 100.0%
愛媛県 376,419 76.6% 73.3%
香川県 85,991 75.6% 16.8%
徳島県 38,775 83.4% 7.6%
高知県 12,189 80.1% 2.4%

（注）本稿は、神戸税関および松山税関支署の貿易統計等の各
種資料に基づいて、公益社団法人愛媛県産業貿易振興協会が作
成しています。
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国立大学法人　愛媛大学

１．概　要

所　在　地：本　　部　松山市道後樋又10番13号
　　　　　　城北地区　松山市文京町３番

　　　　　　重信地区　東温市志津川

　　　　　　樽味地区　松山市樽味３丁目５番７号

　　　　　　持田地区　松山市持田町１丁目５番22号

設 立 年 月：昭和24年５月31日
事 業 内 容：�７学部（法文・教育・社会共創・理・医・

工・農）と６大学院の四国最大の総合大

学。教育・研究・医療などを通して、人

材育成と社会貢献を行っています。

代 表 者：愛媛大学長　大橋　裕一
教 職 員 数：約2,000人
学 生 数：約10,000人
留 学 生 数：322人（平成28年５月１日現在）

２．沿　革

・昭和24年５月31日　新制国立大学として発足

・平成16年４月１日　�国立大学法人愛媛大学として、

国の組織から独立した経営体と

して再出発

３．国際関連業務

⑴　海外拠点や提携先等の状況

　愛媛大学は、平成21年４月に国際連携推進機構を設

置し、「国際性豊かな人材を輩出する大学」、「世界か

ら人が集う大学」を目指してグローバル化を積極的に

推し進めています。平成28年５月現在の受入留学生数

は26カ国322人となり、学術交流協定も34カ国122大学・

機関を数えています。

　また、国際連携推進機構のアジア・アフリカ交流セ

ンターを中心に、インドネシア、ネパール、モザンビー

クの海外拠点を活用し、国際的な教育研究プラット

フォームの構築を目指しています。

⑵　国際関連事業戦略

　インドネシアでは、ガジャマダ大学、ボゴール農業

大学、ハサヌディン大学と愛媛大学、香川大学、高知

大学の６大学協働で、日本・インドネシアの農山漁村

でサービスラーニングプログラムを展開するSUIJIプ

ログラム（平成24年度文部科学省「大学の世界展開力

強化事業」に採択）を実施しています。

　SUIJIプログラムは、本学の国際化を牽引する事業

となっており、他のアジア諸国への展開を検討してい

ます。

　ネパールでは、本学の防災情報研究センターの主導

により、ネパール大地震の現地調査を行うとともに、

地震災害・防災教育の支援を継続的に行っています。

　モザンビークでは、平成26年１月にモザンビーク共

和国教育省、同国ルリオ大学、JICA、本学の４者協

定を安倍首相とモザンビーク大統領立ち会いの下、締

結しました。ルリオ大学に設置したサテライトオフィ

スに本学教員を派遣し、日本人留学生の現地修学支援

を行うとともに、ルリオ大学からもJICA・ABEイニ

シアティブ等奨学金による大学院学生の受入を行って

います。

⑶　特色ある取組

Ａ．海外派遣プログラム

　愛媛大学は、キャンパスのグローバル化を推進する

とともに、学生の国際化に資するため、海外派遣プロ

グラムを充実させ、語学研修や異文化体験など400人

を超える学生が海外留学しています。平成22年からは、

学内で海外留学の報告会（Study�Abroad�Fair）を開

催し、留学に関心のある学生をはじめ、教職員や高校

生の情報交換の場としても活用しています。

　平成27年には、海外へ積極的に挑戦する意識を高め

大橋　裕一
愛媛大学長

会 員 紹 介
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るため、「国際化する大学。国際化する仕事。」と題し

てノーベル物理学賞受賞者の中村修二カリフォルニア

大学サンタバーバラ校教授や、日系スーパーマーケッ

トのシアトル宇和島屋のMoriguchi�Tomio会長、海外

で活躍中の本学卒業生などをパネリストとして迎え、

シンポジウムを開催しました。

Ｂ．グローバル人材育成プログラム

　愛媛大学では、卒業後に日本企業での就職を希望す

る外国人留学生に対し、母国と日本の架け橋となる人

材の育成を目的とした就職支援事業「世界と協働でき

るグローバル人材育成プログラム」を実施しています。

　ビジネス日本語・ビジネスマナーの習得や、日本の

企業文化理解のための授業や、愛媛県内外の140社を

超えるサポート協力企業のご支援によるインターン

シップ研修を行っています。

留学生のインターンシップ報告会

　本事業は、経済産業省から委託を受けた「アジア人

財資金構想」事業（平成19～22年度）を、その終了後

も本学独自の就職支援事業として継続、展開していま

す。毎年10月に一般公開しているインターンシップ報

告会には、文部科学省高等教育局から担当官にも出席

いただき、事業継続に対して高い評価をいただきまし

た。

　プログラム修了生は国内を中心に海外にも就職して

おり、様々な分野で活躍し、企業のグローバル戦略や

地域のグローバル化に貢献しています。

　これまでの修了生は84人（国内就職者は50人、県内

就職者は32人）であり、平成26年には留学生の地元就

職率ランキングで全国13位、国立大学では１位になり

ました。

　さらに、企業と留学生の意見交換会や企業見学会の

開催、松山商工会議所との共同企画で留学生による海

外進出企業の製品モニタリングの実施、愛媛経済同友

会の協力による県内企業の外国人採用動向に関する調

査の実施などを通じて、地域産業界とのネットワーク

を深めています。

　今後もこうした愛媛大学の地域グローバル化推進へ

の取組に対し、各企業の皆様から一層のご協力とご支

援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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　ここ香港は、1997年に英国領から中国へ返還されま
したが、英国統治時代からの優れた法律、税制などは
返還後50年（残り31年）保証されています。
また、香港はフリーポートであり、すぐれた物流機能、
中国本土、東南アジアへのハブ港としての優位性があ
ります。
　今回は、香港へ進出した愛媛県企業の現状と可能性
についてレポートいたします。

１．香港への日系企業進出状況について
　香港は土地が狭く（東京都の約半分）、人口約730万
人が暮らす過密都市で、香港島、九龍、新界と３つの
地域に分かれます。
　製造業は主に新界（中国との国境エリア）に進出し
ていますが、用地が少なく、土地賃料が高いことから、
中国広東省に進出している日系製造業と比べて数は少
ない状況です。
　一般的な日系企業の進出形態は、広東省に製造拠点
を持ち、香港は営業や財務のための拠点を設置する
ケースが非常に多くなっています。愛媛県に本社を持
つ企業も大半がこの形態です。また、香港ではペーパー
カンパニー形態の会社が多くあります。
　最近の日系企業の香港への進出状況は、中国経済の
低迷の影響を受けて、停滞しています。日系企業の香
港進出については、製造業の香港拠点の新規進出は少
なく、一方でサービス業の進出が多くなっています。
ここ１年での愛媛県企業で香港に進出した先では、飲
食店の事例があります。

２．香港の飲食事情
　香港理工大学の電話アンケートによれば、香港人の
約65％が１週間に４回以上外食しているとの結果が出
ています。また約30％の香港人は毎日外食しているよ
うです。
　外食する香港人が多いのは、住宅環境の影響が考え
られます。香港は１平方キロあたりの人口が約6,500
人の超過密地であり、山の斜面が多く、タケノコ状態
の高層マンションが立ち並んでいます。中には60階ク
ラスの高層マンションもあります。
　香港のマンションは一般に１室の面積が狭く、台所
も相当狭いのが現実です。また住宅価格が極めて高額
であり、賃借した場合でも家賃が極めて高額なことか

ら、共働きが一般的になっています。こうした中では
自宅で料理をするケースが少なく、三食とも外食とな
る香港人も多数存在します。
　香港には多くの飲食店があり、早朝から深夜まで営
業を行っています。朝の出勤時には、MTR（地下鉄）
の駅舎内にある中華系惣菜店、コーヒーショップ、サ
ンドイッチショップには長蛇の列ができています。店
内で購入して、店のイートインコーナーで朝食を取っ
たり、テイクアウトしてオフィスで朝食を取ることも
可能です。

香港の麺のお店（ランチ時間の行列）

　また、大半のレストランは22時位まで営業しており、
一部には深夜営業を行っているレストランも存在しま
す。家族揃って夕食を外食で済ます家庭は多く、また、
大半の店がテイクアウト可能なことから、料理を持ち
帰って、自宅で食事することも多いようです。
　香港はフリーポートであったことから、世界中の食
材が集まり、本場の中華料理から、日本、韓国、東南
アジア、西洋料理まで、ほぼ世界の料理を食すること
が可能です。

地元の香港式料理店（露天店）

香港での愛媛県企業の
ビジネス展開について

～香港の飲食事情と日本食店の進出事例～

株式会社伊予銀行　香港支店

支店長　眞鍋　玲

海 外 ビ ジ ネ ス
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３．香港の日本食レストランの状況
　日本食は、ここ香港では人気で、日式レストラン（香
港人オーナーでシェフも香港人であるレストラン）を
含めると約1,000店あると言われています。
　日本へ旅行したことのある香港人はたくさんいま
す。JNTO（日本政府観光局）香港の調査では、香港
人の4.8人に１人は訪日経験があり、日本へ旅行した
ことのある香港人の約82％は10回までの複数回の訪日
経験者で、残り約18％は10回以上の訪日経験がありま
す。
　彼らが旅行先で知った日本食の魅力を感じて、香港
でも本格的な日本食を望むことなどで、ここ数年、日
本食レストランは急増しています。
　日本食レストランと言っても、本格的な懐石料理店
から、すし専門店、日本風洋食店、ラーメン店、とん
かつ専門店、うどん店、焼鳥店、日本のカレー店、居
酒屋まで、いろんな分野の日本食店があります。また、
有名店の支店やチェーン店、個人の料理屋まで進出形
態は様々です。

４．愛媛県企業の事例
　松山でつけ麺店を展開しているアザース㈱は平成24
年、香港に「つけ麺店」の「周月」を出店しました。
現在香港島で２店舗を運営しています。つけ麺、ラー
メン、油そば（汁なしそば）、サイドメニューなどを
提供し、平日の昼間は行列ができるほどの人気店です。
また、昨年11月には、同社社長が香港人の友人の依頼
を受け、セントラルの日本料理のお店「料理人上田」
に料理歴20年、松山の老舗旅館で活躍した経験のある
料理長上田氏を派遣し、本格的な懐石料理を提供して
います。昼はセットランチ、夜はアラカルトと懐石コー
スメニューが中心となっています。
　「料理人上田」では野菜など一部の食材は地元で調
達し、刺身用の鮮魚などは、東京の築地などから空輸
（前日夕方オーダーした商品が翌日朝の競り後、午前
便で東京を発ち、午後香港入りし、夕方にはお店で提
供）しています。

「料理人上田」　店舗

　日本と同じ素材が日本人の料理人の手で供されるこ
とから、香港で日本の雰囲気が味わえると香港人の評
判になっています。
　現在の店舗はお店の広いベランダ部分にオープンス
ペースを持つ店舗です。また、香港の地元新聞や雑誌
を使った店舗紹介にも力を入れています。
　香港に駐在する日本人は約２万人ですが、日本人の
みをターゲットとした店舗展開には限界があります。
　「料理人上田」（www.facebook.com/ueda.hk）の場
合、日本人や西洋人の駐在員の他、日本ファンの香港
人の中間から富裕層を客層ターゲットとしており、店
舗の場所は、金融街のセントラルエリアで、ある程度
お金が自由に使える香港人OLなどのランチ利用が多
い場所となっています。
　お店の場所の選定やメディアを使った宣伝などで、
香港人オーナーの協力が得られ、しっかりと日本人が
運営をマネジメントしていることが、「料理人上田」
が香港で成功している秘訣となっています。

左：上田氏（料理長）、右：高島氏（ジェネラル　マネージャー）

５．おわりに
　香港で飲食店経営に成功するには、立地条件などの
選定も重要ですが、香港人を客層として取り込むこと
や、メニューなどのバリエーションに変化を持たせる
ことなども重要です。一般的に香港人は熱しやすく冷
めやすいとも言われています。メニューの定期的な見
直しや、季節限定メニューなどで選択肢を増やし、飽
きの来ない環境をつくることが大切です。
　また、和食の場合、日式和食を除くと、日本人料理
人或いは、日本人管理者（マネージャーなど）が帰国
してしまい、現地人に任せっきりになった場合、味が
変わってしまうケースが多くあります。こだわりのあ
る香港人は、香港で日本らしさを求めることから、日
本と同じ味を続けることも重要となっています。
　外食文化の根付く香港では、飲食店が多く競争も厳
しいですが、香港人のファンを摑んだ飲食店は成功す
るチャンスがあります。
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　『産貿協』では、松山商工会議所とジェトロ愛媛貿
易情報センターと提携して、平成28年度「国際ビジネ
ス支援講座」を開催いたします。企業の販路拡大に向
けた海外進出や輸出入取引等が増加しているなかで、
これら海外ビジネスを展開していくためには、経営幹
部や海外事業担当者の育成が必要となっております。
この講座は、国際業務に関する知識・経験豊富な方を
講師にお招きし、県内企業の海外ビジネスに携わって
いる方々を中心に、初心者向け貿易取引の基礎知識か
ら、実務担当者、更には管理・経営者の方を対象とし
た、実践的でお役に立てる講義内容となっております。
特定テーマとして貿易取引〈誰でもできる英文ウェブ
サイト作成・活用講座〉コースを設けておりますので、
海外向け英語版ウェブサイトの構築やメンテナンスに
興味のある方には、是非お薦めいたします。また、海
外取引〈経営者〉コースでは、海外進出実例報告の後、
従来の各支援機関に加えて、愛媛県発明協会、えひめ
産業振興財団からも海外事業支援についてご説明いた
だく予定になっており、一層充実しております。ご興
味あるコースだけを受講することや、全コースセット
での受講もできますので、ご希望に沿ってお申込みく
ださい。

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

開催日時 平成28年11月２日（水）�９：30～17：00

コースの
ポイント

貿易に関する基本用語から仕組み、輸出入取引の流
れ、貿易に関する費用、輸送、通関、決済、金融に
至るまでを分かり易く解説

受講対象者 初心者

講　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　�池田�隆行�氏

第１講座
９：30
～10：50

〇貿易取引の仕組みと基礎知識
　◦貿易取引の仕組と輸出入取引の流れ
　◦重要な専門用語の解説
　◦貿易の三大リスク
　◦貿易に関する各種規制や貿易制度
　◦貿易建値等に関する国際的商慣行

第２講座
11：00
～12：00

〇取引申込みから契約締結
　◦貿易に関する費用構造
　◦貿易決済方法の概要
　◦取引申込から見積り、契約へ
　◦契約締結上の留意点

第３講座
13：00
～14：50

〇決済と金融
　◦適用為替相場と各種決済方法
　◦信用状と信用状統一規則
　◦各種貿易金融に関する仕組みと留意点
　◦為替リスク対策

第４講座
15：00
～17：00

〇輸送と通関
　◦各種輸送方法と概要
　◦関税制度と通関手続き
　◦主要船積書類の概要
　◦貿易に関する各種保険

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース

開催日時
平成28年11月16日（水）　13：30～16：40
平成28年11月18日（金）　13：30～16：40
平成28年11月22日（火）　13：30～16：40

コースの
ポイント

輸出・輸入に関して、取引先開拓から成約、物流、通関、
決済までを事例、演習も含め実務に即して解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者

講　師 各講座欄に記載

平成28年11月16日（水）　13：30～16：40

講　師：愛媛エフ・エー・ゼット㈱
　　　　アイロット事業部　国際営業課　課長　山本　恵資�氏

第１講座
13：30
～15：00

〇取引先開拓と各種規制への対応
　◦市場調査、取引相手の具体的発掘方法
　◦相手方信用調査と選定
　◦輸出入に関する規制の確認と対応
　◦HSコードと輸入国の関税率調査方法

第２講座
15：10
～16：40

〇取引成約に向けた取組
　◦インコタームズ（費用と危険負担）留意点
　◦コスト構造と取引価格の決定
　◦決済方法の決定
　◦取引交渉に際しての留意点

平成28年11月18日（金）　13：30～16：40　

講　師：日本通運㈱　松山支店
　　　　営業推進センター　通関士　高市　浩�氏

第３講座
13：30
～15：00

〇物流、通関手続き
　◦輸出に伴う梱包から運送、通関、船積まで
　◦輸入に伴う貨物到着から通関、引取りまで
　◦通関手続き（関税、消費税）と留意点
　◦輸送方法（海上、航空、温度管理等）選択
　◦コンテナ輸送の実務

第４講座
15：10
～16：40

〇運送業者への委託と船積書類
　◦輸出入者と運送業者との連携
　◦輸出入者が行うべき準備
　◦輸出入申告書と主要船積書類の具体例解説
　◦輸送に伴うトラブル事例

平成28年11月22日（火）　13：30～16：40　

第５講座
13：30
～15：00

講　師：㈱伊予銀行　国際部　池内　亮�氏

〇輸出入決済と貿易金融
　◦輸出代金回収と輸入代金支払方法
　◦適用為替相場
　◦貿易金融活用方法
　◦為替リスクヘッジ活用方法

第６講座
15：10
～16：40

講　師：㈱愛媛銀行　国際部　主任　三浦　泰樹�氏

〇輸入信用状の開設と輸出信用状接受
　◦信用状統一規則の概要と実務上の留意点
　◦輸入信用状の開設と留意点
　◦輸出信用状接受時の留意点
　◦信用状に伴うトラブル事例

平成28年度
国際ビジネス支援講座開催のお知らせ
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Ⅲ． 貿易取引〈誰でもできる英文ウェブサイト作成・活用講座〉コース

Ⅲ．貿易取引〈誰でもできる英文ウェブサイト作成・活用講座〉コース

開催日時 平成28年11月28日（月）　9：30～17：30
コースの
ポイント

ネットを活用した海外への販路開拓。ウェブサイト
の構成の基本からネット通販の物流・決済等の説明

受講対象者 初心者、貿易実務担当者、管理者、経営者

講　師 グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー
GBM&A　山本�雅暁　氏

第１講座
9：30
～12：30

〈インターネットを活用した海外販路開拓術〉
〇ウェブサイトの構築とメンテナンス
　◦なぜ海外向けウェブサイトが必要か？
　◦海外向けウェブサイトの構築
　　作成の仕方・内容構成と掲載項目
　◦�海外向けウェブサイトのSEO対策を含むメンテ
ナンスと活用

　　基本的な考え方
　　SEO対策を含むメンテナンス
　◦SNSの活用他

第２講座
13：30
～16：30

16：30
～17：30

〇インターネット通販の実践的対応
　◦インターネットを利用した海外販路開拓とは
　◦海外向けネット通販の仕組み
　◦海外向けウェブサイト構築のポイント
　◦決済と物流
　◦商品・売上・在庫管理・顧客管理のポイント
　◦�ウェブサイトを活用した情報発信・広報宣伝ポ
イント

　◦海外向けネット通販実施上の施策ポイント

〈セミナー終了後、個別相談を実施〉

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

開催日時 平成28年12月７日（水）　13：00～17：00

コースの
ポイント

◦EPA、FTAの活用と企業戦略
◦愛媛県内企業による輸出取引事例
◦愛媛県内企業による海外進出事例
◦各種機関の海外事業支援策

受講対象者 管理者、経営者

講　師 各講座欄に記載

第１講座
13：00
～14：00

講　師：日本貿易振興機構（ジェトロ）国際経済課
　　　　課長代理　米山　洋　氏

〇「経済連携協定の概要と活用術」
　◦FTA・EPAとは？
　◦世界と日本のFTA
　◦日本企業のFTA利用状況
　◦参考情報

第２講座
14：00
～15：00

講　師：愛媛県地域貿易振興協議会
　　　　貿易アドバイザー　塩田　靖浩　氏

講　師：愛媛県地域貿易振興協議会
　　　　貿易アドバイザー　塩田　靖浩　氏
〇輸出実例報告
　◦輸出取引のきっかけ
　◦輸出先選定方法
　◦輸出取引開始時の留意点
　◦質疑応答

第３講座
15：00
～16：00

講　師：㈱アテックス　
　　　　執行役員　貿易部部長　加藤�正和�氏

〇海外進出実例報告
　◦海外進出のきっかけ
　◦進出先選定方法
　◦海外進出の際の留意点
　◦質疑応答

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

第４講座
16：00
～17：00

講　師：各支援機関担当者
　１．ジェトロ愛媛
　２．JICA四国
　３．日本政策金融公庫
　４．中小基盤整備機構
　５．愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団

〇各種機関の海外事業支援
　◦ジェトロの支援
　◦JICAの支援
　◦日本政策金融公庫の支援
　◦中小基盤整備機構の支援
　◦愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団の支援
　◦質疑応答

海外取引〈経営者〉コースの講座風景（前回）

　なお、本講座の実施要領は、以下のとおりです。
実 施 日：平成28年11月２日～12月７日
　　　　　（上記の各コース概要のとおり）
会　　場：�松山市大手町２丁目５番地７
　　　　　松山商工会議所　５階　大ホール
　　　　　（〈経営者〉コースは４階�第２会議室�）
申込期限：�各コース開始日の３日前
定　　員：�各コース40名程度
　　　　　（〈経営者〉コースは20名程度�）
申込方法：�受講申込書により、当協会にお申込み。
受 講 料：�下表のとおり
　　　　　（主催団体会員の方は優遇料金となります）
コース名（講座名） 会　員 非会員

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

各コース
¥2,000

各コース
¥6,000

Ⅲ． 貿易取引〈誰でもできる英文ウェブ
サイト作成・活用講座〉コース

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース ¥3,000 ¥9,000

セットコース（全コース受講）
（法人でのお申込みは、各コースで受講
者が異なっても可）

¥6,000 ¥18,000

（注）松山市内の中小企業者等の方は、受講料の一部に対して補助
を受けることが出来る「松山市人材育成事業補助金制度」の対象
となる場合があります。
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