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農商工
連携 

農林水産
事業者 

商工 

業者 

連携イメージ 

中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が、共同で行
う新たな商品やサービスの開発等についての事業計画を作成、
国が認定基準に基づき認定する事業。（狭義） 

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業
等の産業間での連携（広義） 

販路開拓
（国内外） 
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１）商品・サービス開発の考え方 
 
①商品・サービスへのストーリー性の付与 
量販店等で販売されている商品・サービスとの差別化が重要なポイント。差別化を実現し、過度の価格競争に陥ることなく高付加価値化を
実現できると、これまで得ることができなかった利益がもたらされる。通常より高い価格に納得してもらうため、商品・サービスの魅力をしっかりと
発信することが求められる。そのためには、商品・サービス自体やその生産手法、連携体制を工夫し、ストーリー性を与えることが効果的。 
           （ⅰ）既存の地域資源を磨く （ⅱ）規格外品・未利用資源の活用 
           （ⅲ）ブランド管理       （ⅳ）観光などサービスへの展開 
 

②マーケット・インの視点による商品・サービスの開発 
「どこの誰に売るのか」についても十分な検討が求められる。出来上がった商品・サービスの顧客を捜すよりも、商品・サービスを開発する段階
から、専門家のアドバイスを取り入れて、需要側のニーズを取り入れた商品・サービス開発を進めれば効率的な販路開拓や広報が可能。 
                （ⅰ）地元マーケットへの展開 （ⅱ）ニッチマーケットへの展開 
                （ⅲ）マーケットに合わせた商品・サービスの提供方法の提案 
 

③生産効率等を高める商品・サービスづくり 
加工食品の開発にとどまらず、商工業者と農林水産事業者の知見を融合することで新技術を開発し、農林水産業や商工業の既存の生
産－流通方式自体を効率化するような商品・サービスを開発することも重要。「工」の分野との連携による新技術の導入や、研究機関等の
第三者機関がその有効性を評価・審査することによって、事業が進展する事例もみられる。こうした新技術を活用した問題解決型の商品・
サービスの提供は、直接の消費者・需要者への理解を図ることが基本だが、専門家やコーディネーターによる認証・評価等を得ることも、商
品・サービスの信頼性を高める有効な手段となる。 
 

２） 販路開拓の考え方 
販路開拓は、ターゲットとなる顧客に対して、どのようなチャネルで売るのかを検討することであり、商品・サービスの開発と同時進行で行うこと
が理想。 

 
① 地域ブランドの確立を意図した域内展開（飲食店・小売店等の組織化） 
地域ブランドとは、地域発の商品・サービスのブランド化と地域イメージのブランド化を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を
呼び込み、持続的な地域経済の活性化を図ること。商品・サービスのブランド化に加えて、重要なことは、当該商品・サービスに結びつく地域
イメージの醸成。地域内に限定した面的展開は、「地域を訪れなければ得られない価値」を提供するもの。 

 
② 都市圏・全国への販路拡大、域外からの集客・誘客 
（ⅰ）都市圏・全国への販路拡大 
付加価値を高めた商品・サービスを、こだわり志向を持った顧客層や、高所得者層を獲得することなどを目的としたものが想定される。過度
の価格競争に巻き込まれないためには、適切な顧客層に対して商品・サービス特性を知ってもらい（体験してもらい）、他の競合商品・サー
ビスとの違いを明確に認識してもらうことが求められる。さらに、大量生産・製造・販売にふさわしくない商品・サービスであっても、卸売先、消
費者に対して、一定量を安定的に供給するための生産や流通の体制を整えることが前提。特に、季節性のある商品・サービスについては、
販売のタイミングなど慎重に検討することが求められる。 
（ⅱ）域外からの集客・誘客（消費者の会員化） 
カタログによる通信販売やインターネットによる通信販売を行う事例の場合、消費者にとっては、店頭で、商品・サービスを直接見たり、試した
りすることができないため、ともすると情報量が不足し、購買にまで結びつくことが困難なことも予想される。 

 
③ 輸出など海外展開 
農林水産品の輸出促進に当たって最も重要なことは、仕向け先市場に安定的に生産物を供給できるだけの生産量を確保すること。そのた
めには、個々の事業者に留まらない、産地単位あるいは産地同士の連携といった広域的かつ多くの農林水産事業者による連携の下で、輸
出の取組を進めることが求められる。また、海外販売は国内販売に加えて、通関手続きや価格、ロット（同一仕様の数量）、配送条件等
の取引条件の明確化など、様々な物流、商流での課題がある。課題にスムーズに対応するために、輸出に対応可能な設備や知識・ノウハ
ウを持った卸売業者、小売業者との連携を進めることが求められる。また、輸出販路の開拓に成功するためには、海外のバイヤーが商品・
サービスに対して強い魅力を感じることが重要。そのためには、単に商品・サービスを販売するだけではなく、調理方法や食べ方を提案したり、
日本文化の魅力と結び付けた情報発信を実施したりする等、ストーリー性を持たせるような売り方も重要となる。 
 

④ 新規流通の創造（中規模流通、生産者と需要者の直接取引の創造） 
既存の流通経路に加えて、量販店等への大規模流通や地産地消ではなく、生産量に限りがあるものの良質な地域産品を地域間で流通
させるような新しい市場の創造の取組も始まっている。このような新規市場の創造には、都道府県を越えて広域における生産者とのネット
ワークやこだわりの商材の販路先との人脈を有するコーディネーターが必要となる。また、新規流通市場の創造は、従来の市場システムは産
地情報が乏しく、僻地や離島といった地理的条件が不利な地域において生じていた産地市場間格差の解決策としても期待されている。 

引用：地域を活性化する農商工連携のポイント ～農商工連携ベストプラクティス３０を参考に～ 
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/nousyoukou.bestpractice.pdf 
※一部省略、文章簡略化、単語の置き換え等の編集を行っています 

連携のポイント 

http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/nousyoukou.bestpractice.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/nousyoukou.bestpractice.pdf
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農商工連携等による海外展開 
 

         ふるさと名物応援事業           40.0億円＜平成27年度補正、平成28年度当初＞ 
                           中小企業庁 創業・新事業促進課  03-3501-1767 

●農商工連携や地域資源を活用したふるさと名物の開発等の取組を支援します。 
１件あたり500万円上限（補助率:2/3） 

  

●具体的には、新商品・サービスの開発のための設備や原材料費、販路開拓に向けた展⽰会
出展費などを補助します。 

＜窓⼝＞各経済産業局等 
 

●計画の策定段階から販路開拓まで、中小機構の農商工連携等の専門家が支援します。 
 
 
 

          農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業10.0億円＜平成27年度補正＞ 
                            地域経済産業グループ 地域経済産業政策課  03-3501-1697 

  

●先端技術を活用して農業生産・加工・流通・販売といった各工程を結びつけた付加価値を向
上させる体制の構築を支援します。１件あたり1億円上限（補助率：1/2） 

  

＜窓⼝＞公募にて決定致します。 
 
 
 

 

JAPANブランドの育成 
 

       ふるさと名物応援事業          40.0億円＜平成27年度補正、平成28年度当初＞ 
                          中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

●中小企業グループが、地域産品や技術等の強みを活かした①ブランド戦略の策定、 
②戦略に基づく海外展開の取組を支援します。 
①専門家への謝金、海外現地調査のための渡航費などを補助します。 

1件あたり200万円上限（補助率：定額） 
  

②新商品開発、海外展⽰会出展等を最大３年間支援します。 
１件あたり2,000万円上限（補助率：2/3） 

  

＜窓⼝＞各経済産業局等 

Ⅰ-01 P9  

Ⅱ-07P16 

Ⅲ-02P17 

TPPを活用した中小企業の海外展開を支援します 
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 海外展開戦略の策定 
 
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業34.3億円＜平成27年度補正、平成28年度当初＞ 

                                               中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 
  

●新たに海外展開を目指す中小企業を対象に、海外展開計画の策定を支援します。 
１件あたり140万円上限（補助率:2/3） 

※農商工連携等による海外展開を目指す場合は、上限を200万円とします。 

 ●具体的には、海外現地調査のための渡航費、通訳費などの補助とともに、海外ビジネスに精通した
専門家が海外展開計画の実現を支援します。 

  

●また、海外現地に相談窓⼝を設置※。パートナー企業の発掘、法務・税務・労務、拠点設⽴から移
転・撤退までの諸手続について、海外現地事情に詳しい専門家が相談対応を行います。 

※13か国20か所に中小企業海外展開現地支援プラットフォームを設置（今後も新設予定） 
  

＜窓⼝＞各地のジェトロ、中小企業基盤整備機構 
  

 
  

 海外展開に挑戦する中小企業への支援体制 
 

  

海外展開戦略等支援事業              59.9億円 ＜平成27年度補正＞ 
                                                   通商政策局 通商政策課  03-3501-1827 

●ジェトロの専門家が事業者に寄り添い、各種支援策を活用しつつ、技術開発から、戦略策定や市
場獲得までを総合的に支援します。 

 
●また、経済産業省が主体となり、国、自治体、支援機関等で構成されるコンソーシアムを創設し、全

国各地での相談体制の整備、強化を行います。 
 
 
 

 知財を活用した海外展開 
   

知財を活用した海外展開のワンストップ支援   19.7億円 ＜平成28年度当初＞  

                                                  特許庁 総務部普及支援課  03-3501-5878 
                                                   総務部国際協力課  03-6810-7501 

●ジェトロを通じて、海外での中小企業の知財リスクへの対策費用を支援します。 
  

①模倣品に関する調査、業者に対する警告・行政摘発手続までの費用を補助します。 
１件あたり400万円上限（補助率2/3） 

  

②現地企業から知財侵害で訴えられた場合の弁護士相談や訴訟等の費用を補助します。 
１件あたり500万円上限（補助率2/3） 

  

③冒認商標※に対する異議申⽴や取消審判請求、訴訟等に要する費用を補助します。 
１件あたり500万円上限（補助率2/3） 
※海外企業等がブランドを盗み権利を取得したもの。 

  

＜窓⼝＞各地のジェトロ 

 ●海外での知財訴訟リスクへの対策のため、中小企業を会員とした全国団体の団体保険制度「海外
知財訴訟保険」を創設し、中小企業の掛金を補助します。（補助率1/2） 

 ●中小企業や地域ブランドの海外展開に際して、知財の専門家を海外現地に配置し、出願、侵害
対策までワンストップで情報提供や個別相談対応を行います。 

Ⅲ-04P18 

Ⅲ-11P22 

Ⅲ-01P17 

Ⅲ-06P19 



よろず支援拠点・専門家派遣 
 

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点） 
                         59.7億円＜平成27年度補正、平成28年度当初＞ 
                                 中小企業庁 経営支援課  03-3501-1763 

●中小企業・小規模事業者が抱える販路拡大、経営革新、資金繰りなどの様々な経営 
課題について、全国のよろず支援拠点で相談を受けることができます。 

●経営診断や技能指導等の専門家の派遣を受け、３回まで無料でアドバイスを受けることができ
ます。 

  

 
  

 
創業・第二創業の支援 
 

地域創業促進支援事業            8.5億円 ＜平成28年度当初＞ 
                                             中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

●若者や女性など創業を目指す方の店舗借入費や設備導入費などの創業費用を 

支援します※。１件あたり200万円上限（補助率:2/3）。 
  

●事業承継を契機に、新分野に挑戦する第二創業者の在庫処分費や解体費などの廃業コ
ストなどを支援します※。１件あたり1,000万円上限（補助率:2/3） 

※産業競争力強化法に基づく認定市区町村から創業支援を受ける中小企業が対象で
す。 

  

＜窓⼝＞公募にて決定致します。 

Ⅱ-03P14 

Ⅰ-02P9 

   小規模事業者の販路開拓等（持続化補助金等） 
 

  

小規模事業者支援パッケージ事業(持続化補助金等)   100.0億円 ＜平成27年度補正＞ 
                                       中小企業庁 小規模企業振興課  03-3501-2036 
  

●小規模事業者※が、商工会・商工会議所と一体となって実施する販路開拓の取組を支援し
ます（持続化補助金）。１件あたり50万円上限（補助率:2/3）                          
※従業員数が２０名以下（商業・サービス業は５名以下） 

  

●具体的には、販路開拓用のチラシ作成、商品パッケージ制作、集客力を高めるための設備導
入などの費用を補助します。 

●雇用者の増加や買物弱者対策、海外展開に取り組む場合、１件あたりの上限額が100万
円となります。 

  

＜窓⼝＞各地の商工会、商工会議所 
 

  

小規模事業者の持続的発展を支援します 

Ⅱ-06P15 

地域経済の活性化・新陳代謝の促進を支援します 
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中小企業の生産性向上を支援します 
  

ものづくり・サービスの新展開（ものづくり補助金） 
 

  

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金   1020.5億円 ＜平成27年度補正＞ 
                                           中小企業庁 技術・経営革新課  03-3501-1816 

●試作品やサービスの開発、生産工程の改善のための設備投資を支援します。 
①機械設備の取得費用などを補助します。（一般型） 

１件あたり1,000万円上限（補助率2/3） 
  

②複数の事業者が共同して取り組む場合は、補助上限額を引上げます。 
最大５社までの共同体で、１事業者あたり1,000万円上限（補助率2/3） 

  

③設備投資を伴わない小規模な額での取組も補助します。（小規模型） 
 １件あたり500万円上限（補助率2/3） 

  

④大幅な生産性向上※に取り組む場合は、補助上限額を引上げます。 
 １件あたり3,000万円上限（補助率2/3） ※投資利益率5％以上 

  

＜窓⼝＞ 公募にて決定致します。 
 

  
  

 

省エネ設備の導入 
 

  

中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業  442.0億円 ＜平成27年度補正＞ 
                                        資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 03-3501-9726 

●設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、高効率な省エネ設備 

（空調、工業炉、給湯など）への更新を支援します。 
補助率：設備取得費用の1/3 

  

＜窓⼝＞ 公募にて決定致します。 
 

Ⅰ-05P11 

Ⅰ-07P12 

詳しい情報は、「ミラサポ」の施策マップでご覧いただけます。 

ミラサポ 検索 

https://www.mirasapo.jp 

中小企業・小規模事業者向け支援ポータルサイト『ミラサポ』では、中小企業庁の
補助金のほかにも最新の補助金情報が入手でき、補助金の検索等が可能です。 
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※事業名については一部この施策ツール集の独自の略称となっています。それぞれの
ページで正確な事業名をご確認いただき、お問い合わせの際にはできるだけ正確な名
称でお願いします。 施策ツールの使用イメージ 

 市場の情報を収集、F/S調査、分析 
 
 
 
 
 

 
 テストマーケティング・マーケティング戦略検討 

 
 

 
 
 

 価格設定、パッケージング・ネーミング 

 アイデア出し、スクリーニング 
 商品開発、試作 

 
 
 
 

 商品コンセプト構築 

 市場導入、販路開拓（展⽰会出展・広報含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 設備投資 

創業 Ⅰ-02 創業・第二創業補助金P9 

Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工・地域資源認定補助事業》P9 
Ⅰ-02 創業・第二創業補助金P9 
Ⅰ-04 地域力活用新事業全国展開支援事業P10 
Ⅰ-08 中小企業活路開拓調査・実現化事業P12 

Ⅰ-05 ものづくり補助金P11 
Ⅰ-06 エネルギー使用合理化補助金（省エネ補助金）P11 
Ⅰ-07 省エネ・生産性革命投資促進事業P12 
Ⅰ‘-09 生産性向上設備投資促進税制P22 

Ⅰ-04 地域力活用新事業全国展開支援事業P10 
Ⅰ-08 中小企業活路開拓調査・実現化事業P12 
Ⅱ-01 ものづくりサプライチェーン再構築支援事業P13 
Ⅲ-01 海外戦略推進支援事業 ・海外戦略策定支援P17 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 
Ⅲ-06 中小企業海外展開現地支援プラットフォームP19 

Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工・地域資源認定補助事業》P9 
Ⅰ-02 創業・第二創業補助金P9 
Ⅰ-03 「ふるさと名物」応援事業 (連携体構築支援事業) P10 
Ⅱ-04 アンテナショップ・ＥＣサイト整備事業P14 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 

Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工・地域資源認定補助事業》P9 
Ⅰ-02 創業・第二創業補助金P9 
Ⅰ-03 「ふるさと名物」応援事業 (連携体構築支援事業) P10 
Ⅰ-04 地域力活用新事業全国展開支援事業P10 
Ⅰ-08 中小企業活路開拓調査・実現化事業P12 
Ⅱ-02 地域中核企業創出・支援事業P13 
Ⅱ-06 小規模事業者持続化補助金P15 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 

Ⅱ-03 専門家派遣事業（ワンストップ）P14 
Ⅱ'-08 販路開拓コーディネート事業P16 
 

Ⅱ-06 小規模事業者持続化補助金P15 

窓口相談 

専門家派遣 
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 販路開拓（現地パートナー、展⽰会出展等） 
 
 
 
 
 
 
 

 外国での販売準備（翻訳、拠点整備、ECサイト、人材育成等） 
 
 
 
 
 

 海外向けテストマーケティング 
 
 
 

 システム構築（生産・流通・販売） 
 

 輸出管理規制、安全基準等への対応 

 情報収集（市場環境、法律等）、F/S、現地調査 
 
 
 
 
 

 
 海外展開方策、販売計画策定 

 資金調達・金融（決済・海外送金等） 
 リスクに備える（知財・法務、為替、保険等） 

Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工・地域資源認定補助事業》P9 
Ⅰ-04 地域力活用新事業全国展開支援事業P10 
Ⅱ-06 小規模事業者持続化補助金P15 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 
Ⅲ-03 ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業P18 
Ⅲ-07 海外販路開拓支援P20 
Ⅲ-08 地域ネットワーク活用海外展開支援事業P20 

Ⅲ-09 中小企業等外国出願支援事業P21 
Ⅲ-10 海外事業再編戦略推進支援事業P21 
Ⅲ-11 中小企業等海外侵害対策支援事業P22 

Ⅱ-01 ものづくりサプライチェーン再構築支援事業P13 
Ⅲ-01 海外戦略推進支援事業 ・海外戦略策定支援P17 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 
Ⅲ-06 中小企業海外展開現地支援プラットフォームP19 
Ⅲ-08 地域ネットワーク活用海外展開支援事業P20 
Ⅲ-10 海外事業再編戦略推進支援事業P21 

Ⅱ-07 農商工グローバルバリューチェーン構築事業P16 

Ⅱ-05 ふるさとプロデューサー育成支援事業P15 
Ⅲ-01 海外戦略推進支援事業 ・海外戦略策定支援P17 
Ⅲ-05 ＷＥＢマッチングサイト支援P19 
Ⅲ-07 海外販路開拓支援P20 
Ⅲ-08 地域ネットワーク活用海外展開支援事業P20 
 

Ⅲ-04 海外展開戦略等支援事業P18 
Ⅲ-06 中小企業海外展開現地支援プラットフォームP19 

Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工・地域資源認定補助事業》P9 
Ⅰ-03 「ふるさと名物」応援事業 (連携体構築支援事業) P10 
Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業P17 

Ⅱ-03 専門家派遣事業（ワンストップ）P14 
Ⅲ-03 ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業P18 
Ⅲ-10 海外事業再編戦略推進支援事業P21 
 
 

Ⅲ-01 海外戦略推進支援事業 ・海外戦略策定支援P17 
Ⅲ-10 海外事業再編戦略推進支援事業P21 

※事業名については一部この施策ツール集の独自の略称となっています。それぞれの
ページで正確な事業名をご確認いただき、お問い合わせの際にはできるだけ正確な名
称でお願いします。 施策ツールの使用イメージ 

窓口相談 

専門家派遣 
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Ⅰ-01「ふるさと名物」応援事業《農商工認定補助事業(低未利用資源活用等農商工

等連携支援事業(事業化・市場化支援事業))・地域資源認定補助事業(消費者志向型地域産
業資源活用新商品開発等支援事業)》【中小企業庁】 
(27補正・28当初、ふるさと名物応援事業) 

農林漁業者との連携による認定「農商工等連携事業計画」や、中小企業・小規模
事業者が、地域資源の活用による認定「地域産業資源活用事業計画」に従って行う、
商品・サービスの開発や販路開拓の費用を補助します 

Ⅰ-02創業・第二創業補助金【中小企業庁】 
（28当初、地域創業促進支援事業） 

地域で新需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者の創業費用を
補助します 
また、事業承継を契機に既存事業の全部又は一部を廃止し、新分野に挑
戦する第二創業者に対し、創業費用に加え、廃業費用（法手続費用、在
庫処分等）も補助します。 
 

補助金 

中国経済産業局 経営支援課 
082-224-5658 
中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

 補助金額 補助上限500万円（グループの場合：2,000万円）、補助率2/3 

中小企業庁  
経営支援部 
創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

 補助金額 補助上限200万円、補助率2/3 

概要 

概要 

補助対象経費（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります）   
事業費（謝金・旅費・借損料・産業財産権等取得費・雑役務費・委託費） 
（※農商工(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）では連携構築費が追加） 
販路開拓費（展⽰会等出展費・マーケティング調査費・広報費・委託費） 
試作・開発費（原材料費・機械装置等費・試作・実験費・委託費） 

対象 
補助対象者：認定農商工等連携事業計画を実施する代表者、地域産業資源活用事業計画」の認定を

受けた中小企業者 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
対象 中小企業者（または中小企業支援を行うNPO）として産業競争力強化法に基づく認定市区町村で「新
たに創業」又は「第二創業」を行う者が行う新たなビジネスモデルによる事業（金融機関と連携した認定支援機関
等による事業計画の策定から実行までの支援が受けられ、資金調達の見込みがあるもの）（※詳細な要件につ
いては公募要領を参照のこと） 
 
対象経費 人件費、事業費（起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、
設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費（展⽰会出展費用
含む）、外注費、（第二創業の場合、在庫処分費・修繕費・解体費及び処分費・原状回復費））委託費  
※対象経費の費目においても、役員の人件費は対象にならないなど、例外があります。 

展示会O 調査! 

調査! 

試作 

試作 

設備投資 補助金 

広報 

専門家 

専門家 

広報 

 補助金額 補助上限1,000万円、補助率2/3 

展示会O 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅰ新商品開発をしたい】 
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Ⅰ-03「ふるさと名物」応援事業《農商工認定補助事業(低未利用資源活

用等農商工等連携支援事業(連携体構築支援事業))》 【中小企業庁】 
（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業） 
 

一般社団法人等が農商工連携や中小企業の地域資源活用を支援するために行う消費者嗜好
に関する情報提供などの取組を支援します 

Ⅰ-04小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 
《地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト》 【中小企業庁】 
（28当初、小規模事業対策推進事業） 

 

商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連携して行う特産品開発・
販路開拓や観光集客の取組等を支援します。 

中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036 
日本商工会議所 流通・地域振興部 03-3283-7864 
全国商工会連合会 市場開拓支援課 03－350３－1256 
 
 

 ①調査研究事業（事業可能性調査(F/S)） 
    補助上限500万円、定額補助 
 ②本体事業（特産品開発、観光開発など） 
    1年目：補助上限800万円、補助率2/3 
    2年目：補助上限600万円、補助率1/2 

概要 

概要 

対象 補助対象者：認定事業計画に従って事業を実施する一般社団法人、一般財団法人、特
定非営利活動法人 

補助対象経費（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります）   
事業費(謝金・旅費・会場借料・借損料・マーケティング調査費・広報費 
・コンサルタント費・雑役務費） 

 補助金額 補助上限1,000万円、補助率2/3 

中国経済産業局 経営支援課 
082-224-5658 
中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 
 

補助対象事業 （１）特産品開発事業（２）観光開発事業（３）特産品・観光開発
事業（４）コミュニティビジネス創出事業 

補助対象者：商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会 

対象 

補助対象経費 
（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
 
委員会開催費、専門家招聘等費、人材育成費、調査費、試作品
開発費、報告書等作成費、事務費 
※本体事業については展⽰会・イベント・社会実験開催費、広報費
が追加 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

専門家 

専門家 

補助金 

補助金 調査! 広報 

展示会O 調査! 試作 広報 

【Ⅰ新商品開発をしたい】 
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Ⅰ-05ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 
【中小企業庁】（27補正） 

 
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認
定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善を行う中小企業・小規模事業者を支援。 

Ⅰ-06エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 
（省エネ補助金）【資源エネルギー庁】 
（28当初） 

既設設備・システムの入れ替えや製造プロセスの改善等に向けた改修、エネルギーマネ
ジメントシステム（EMS)の導入により、工場・事業場単位での省エネ・電力ピーク対策
や事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助します。 

 

中小企業庁 技術・経営革新課 
03-3501-1816 

※革新的なサービスの創出または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を
活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善であることが必要 

概要 

概要 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

国 民間団体等 

補助 

事業者 

補助
（1/2,1/3） 

対象 

補助対象者：日本国内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 
トップランナー制度対象機器を導入する場合、トップランナー基準を満たす製品 

補助率 省エネ設備導入、電力ピーク対策事業 1/3以内 エネマネ事業者を活用した事業 1/2以内 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
省エネルギー率、省エネルギー量等の要件があります。 
補助対象経費：設計費、設備費、工事費、諸経費 

設備投資 

設備投資 

補助金 

補助金 

対象 【革新的サービス・ものづくり開発支援】 サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設
備投資等を支援。 （補助率2/3） 
一般型 （補助上限額:1,000万円 補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家
経費） 

小規模型 （補助上限額:500万円 補助対象経費：機械装置費、原材料費、技術導入費、外注
加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費） 

【サービス・ものづくり高度生産性向上支援】 
 IoT等の技術を用いて生産性向上を図る設備投資等を支援。 （補助上限額:3千万円 補助率

2/3 補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費） 

公募 
（予算成⽴後、 
2月初旬予定） 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅰ新商品開発をしたい】 
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Ⅰ-07中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業 
【資源エネルギー庁】（27補正） 

 

導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、中小企業等の省エネ効果が高
い設備への更新を重点的に支援します。 
 

Ⅰ-08中小企業活路開拓調査・実現化事業【中小企業庁】 
（28当初、中小企業連携組織対策推進事業） 

 中小企業・小規模事業者の集合体である組合等の支援として、効果的な経営
改善・革新に取り組む組合等に対して、事業に係る経費の助成します｡ 

 

資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 
03-3501-9726 

概要 

概要 

国 民間団体等 

補助 

事業者 

補助（1/3） 

対象 
補助対象者：事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 
エネルギーの使用の合理化のためであって、その普及を図ることが特に必要な設備の導入に要する経費（設備
費）「長期エネルギー需給見通し」における省エネ量の根拠となった産業・業務用の設備を中心に対象とする。
トップランナー制度対象設備の場合は、トップランナー基準以上。 

全国中小企業団体中央会 振興部 
03- 3523-4905 
中小企業庁 経営支援部 経営支
援課  03-3501-1763 

 補助金額 最大11,588千円、補助率6/10 

組合等 国 全国中小企業 
団体中央会 ･間接補助費：6/10 

･事務費  ：定額 

(6/10※) 

補助 補助 

(※)補助上限額 最大11,588千円 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
補助対象者：事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、一般社団法人、３名以上の中小企業者が共同出資する会社組織、LLP、任
意グループ等(※一部補助対象者の記載を省略している他、詳細な要件あり) 
対象事業：① 中小企業組合等活路開拓事業（調査研究事業、試作・改造事業、実験・実用化試験事業、試供・求評事業、ビジョン作

成事業、成果普及講習会等開催事業のうち２つ以上組み合わせて行うもの） 
        ②展⽰会等出展事業 
補助対象経費：謝金、旅費、会議費、会場借料、資料費、印刷費、借損料、原稿料、通信運搬費、雑役務費、外注費、委託費、原材料
費、燃料費、機械装置等購入費、光熱費 

設備投資 

展示会O 調査! 試作 補助金 

補助金 

専門家 設備投資 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅰ新商品開発をしたい】 
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Ⅱ-01ものづくりサプライチェーン再構築支援事業 
（27補正、中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業） 

 

 地域のものづくり企業が、サプライチェーンの合理化につながる産地内の事業再編や
産業間・異業種との連携を通じて、ＴＰＰ加盟国における需要獲得を目指すに当たっ
てのビジネスモデルを検証するための専門家によるF/Sの実施を支援します 

Ⅱ-02地域中核企業創出・支援事業【経済産業省】 
（28当初） 

 
地域中核企業候補の成長のための体制整備や、地域中核企業の更なる成
長を実現するための事業化戦略の⽴案/販路開拓等の取組を支援。 

概要 

製造産業局 繊維課 
03-3501-0969 

 補助金額 補助上限1,000万円、補助率2/3 

概要 

中国経済産業局 産学官連携・産業クラスター担当 
 082-224-5760 
経済産業省 地域経済産業グループ 
 ⽴地環境整備課 03-3501-0645 

【地域中核企業創出支援ネットワーク形成事業】  支援人材の人脈等を
活用して、地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組み
を支援し、その成長に資するよう、外部リソース（大学、協力企業、金融
機関 等）とのマッチングによる体制整備等を支援。 
（対象経費：支援人材の活動費、マッチングに係る会議等の経費  等） 

【プロジェクトハンズオン支援事業】支援人材のノウハウ等を活用して、地域
中核企業の更なる成長のため、新事業展開に向けた事業化戦略の⽴案
/販路開拓等を支援 
（対象経費：支援人材の活動費、市場調査費、 

販路開拓のための展⽰会出展費 等） 

補助対象者：民間団体等 

展示会O 

調査! 補助金 

委託費 調査! 専門家 

金融機関 

協力企業 

国等の支援機関 

大学 

支援人材 

地域中核企業候補 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅱ販路を開拓したい】 
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Ⅱ-03よろず支援拠点・専門家派遣事業【中小企業庁】 
（28当初、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業） 

 

よろず支援拠点では、①売上拡大のための解決策の提案、②経営改善策を
提案し、行動に移すための専門家チームの編成・派遣、③どこに相談すべきか
わからない事業者に対する的確な支援機関等の紹介、を実施します。 
また、よろず支援拠点や地域プラットフォーム （地域PF）が、個々の中小企
業・小規模事業者の課題に応じた専門家を原則３回まで無料で派遣します。
※地域ＰＦ：商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を目的に連携。
Ｈ25年度から設置。 

 

Ⅱ-04アンテナショップ・ＥＣサイト整備事業【中小企業庁】 
（27補正、小規模事業者支援パッケージ事業） 

 
 
小規模事業者単独ではハードルの高い、都市部での販売
拠点（アンテナショップ）の設置や、展⽰会・商談会、イン
ターネット通販サイトなどの環境を提供し、小規模事業者が
取り扱う商品の認知度向上、テストマーケティングの実施、
消費者と接する機会の創出を目指す取組を支援します。 

概要 

中小企業庁 経営支援部 経営支援課  03-3501-1763 
（独）中小企業基盤整備機構 よろず支援拠点全国本部 

概要 

国 
民間団体等 

全国商工会 
連合会 
日本 

商工会議所 

補助 
(定額) 委託 中小企業庁 小規模企業振興課 

03-3501-2036 
 

展示会O 

専門家 

サポート 

サポート 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅱ販路を開拓したい】 



Ⅱ-05ふるさとプロデューサー育成支援事業【中小企業庁】 
（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業） 
 

 地域の関係者を巻き込み、地域資源を活かした魅力ある産品を「地
域ブランド化」し、海外市場を見据えて販路開拓を行う取組の中心的担
い手となることができる人材（ふるさとプロデューサー）を育成するため、
実績のあるふるさとプロデューサーのもとでインターンシップによるOJT研修
等を実施します。 
 

Ⅱ-06小規模事業者持続化補助金【中小企業庁】 
（27補正、小規模事業者支援パッケージ事業） 

 

 小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作
成し、販路開拓に取り組む費用を支援します。また、業務効率化・生
産性向上に向けた取組も支援の対象とします。 

 

中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 
（独）中小企業基盤整備機構 経営支援部 経営支援課 
03-5470-1194 
 

概要 

専門家 研修 

概要 

国 小規模 
事業者等 

全国商工会 
連合会 
日本 

商工会議所 

補助 
(定額) 

補助 
(定額,2/3) 

補助率：2/3 補助上限額：50万円 
         （海外展開、雇用対策、買物弱者対策100万円） 
         （複数の事業者が連携した共同事業500万円） 

中小企業庁 小規模企業振興課 
03-3501-2036 
日本商工会議所、商工会連合会 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
補助対象者：小規模事業者 
対象事業：商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って実施する販路開拓等のための事業 
補助対象経費：機械装置等費、広報費、展⽰会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、
車両購入費（買い物弱者対策の場合のみ）、委託費、外注費 

展示会O 専門家 試作 補助金 

調査! 広報 

15 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅱ販路を開拓したい】 



（独）中小企業基盤整備機構経営支援部 
経営支援課 03-5470-1564 
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Ⅱ-07農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業
【経済産業省】（27補正） 

 

我が国の農林水産物・食品の新たな市場開拓を促進するため、商工業の技術・ノ
ウハウ等を農業に活用する農商工連携を通じ、農業生産（植物工場含む）、加
工、流通、販売まで一貫したバリューチェーンの構築を支援します。 
 

経済産業省 地域経済産業グループ 
 地域経済産業政策課 
 03-3501-1697 

民間事業者等からなる共同事業体による、海外需要の創出・拡大を目指すための、先端技術を活用した農
業生産・加工・流通・販売の一貫したバリューチェーンの構築を行うため、実証により各段階での課題を解決し、
強固なバリューチェーンを構築する事業に補助を行う。 
 

 補助金額 補助上限1億円、補助率1/2 

概要 

（※類似事業である平成27年度「グローバル農商工連携推進事業」（先端モデル
実証事業）のものであり、変更の可能性があります） 
提案申請資格 要件を満たす民間企業等から構成されるコンソーシアム 
補助対象経費 人件費、事業費（旅費・会場費、備品費、（借損料）消耗品
費、外注費、印刷製本費、臨時雇用費、広報費、その他諸経費）、委託費 

補助金 広報 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅱ販路を開拓したい】 

Ⅱ'-08 《参考》販路開拓コーディネート事業 
【中小企業基盤整備機構 】 
（27補正・28当初予算事業ではありません） 
 

新商品・新技術・新サービスについて、首都圏・近畿圏におけるテ
ストマーケティング活動の実践を通じ、新たな市場への手がかりを掴
むとともに、販路開拓の力をつけることを支援します。 

概要 

専門家 

対象 
補助対象者：優れた新商品を持ち、全国に向けて市場開拓を目指す中小企業（中小企業新事業活動
促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた企業等） 
 
派遣専門家：首都圏または近畿圏に販路ネットワークを有する商社・メーカー等出身者やマーケッター（販
路開拓コーディネーター） 
派遣費用4,100円／1同行  
派遣期間：4ヶ月程度（テストマーケティング活動の実施期間）  
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Ⅲ-01海外ビジネス戦略推進支援事業（27補正） 

 ・海外展開戦略策定支援（28当初） 【中小企業庁】 
（中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業） 

 

Ⅲ-02ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業【中小企業庁】 
（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業） 
 

 複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、その魅力をさら
に高め、世界に通用するブランド力の確⽴を目指す取組みを支援します 

対象 
 海外展開を目指す中小企業、および中小企業のグループ。 
（自社で海外展開の概要（コンセプト）を有し、かつ海外展開事業計画を策定しており、同計画のブラッシュアップ、
課題解決等のために専門家の支援を必要とする企業） 

中小機構 販路支援部 販路支援課 
(海外展開支援担当)03-5470-1522 
中小企業庁 経営支援部 
 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

 補助金額 補助上限140万円※、補助率2/3 
※農商工連携等による海外展開を目指す場合は、上限200万円。 

中国経済産業局 国際課
082-224-5659 
中小企業庁 経営支援部 
 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

【戦略策定段階】ブランドコンセプト確⽴に向けた戦略策定を支援（補助上限200万円、定額補助） 

【ブランド確⽴段階】海外販路開拓に向けたブランド確⽴のため、新商品開発や展⽰会出展等のプロジェクトを
支援（補助上限2,000万円、補助率2/3）。 

概要 

概要 

補助対象経費（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
市場調査費、翻訳・通訳費、旅費、海外取引実施を目的としたWeb構築費用 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
補助対象者：商工会(議所)、中小企業団体中央会、事業協同組合等、一般社団(財団)法人※、
第3セクター※、 ４者以上の中小企業者の連携体※等(※他に要件あり) 
 
補助対象経費：謝金、旅費、事業費(借損料、通訳・翻訳費、マーケティング調査費、資料購入費、
通信運搬費、雑役務費、委託費） 
※ブランド確⽴支援事業については以下の費目が追加 
事業費（産業財産権等取得等費、展⽰会等出展費、広報費）試作品等開発費（借損料、原材
料費、機器・設備等費、設計・デザイン費、製造・改良・加工費、委託費） 

国 
中小企業者等 

支援 

中小機構 

補助 
（定額） 

海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者の海外展開に向
けた戦略策定や販路開拓につなげるため、F/S（実現可能性調査）支援に
加え、Webサイトの外国語化、物流体制の構築等を支援 

展示会O 

調査! 

調査! 試作 

補助金 

補助金 

広報 

広報 専門家 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 
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Ⅲ-03ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業 
【経済産業省】（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業） 

 

海外販路の開拓を目指す中小企業・小規模事業者に対して、海外から
招聘した現地の市場ニーズに精通する専門家によるアドバイスを通じて、
海外向け商品の開発を支援 

Ⅲ-04海外展開戦略等支援事業【経済産業省】 
（27補正） 

 

ＴＰＰの効果を最大限活用するため、中堅・中小企業等を始めとする我
が国企業の海外展開を後押しします。 

通商政策局 通商政策課03-3501-1827 
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 

国、自治体、支援機関等で構成される、中堅・中小企業等
の新市場開拓のための総合的支援体制（「新輸出大国」
コンソーシアム）において、専門家が約４，０００社の中
堅・中小企業等に寄り添い、各種支援策を活用しつつ、技
術開発から、戦略策定や市場獲得までを総合的に支援す
ることを目指します。また、ビジネス環境動向（サプライチェー
ンの変化等）調査、各国制度情報提供のための相談体制
整備・普及啓発等、適時、適切な情報提供等を実施しま
す。 
 

概要 

概要 

経済産業省 商務情報政策局  
生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課） 
03-3501-1750 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
補助対象経費：プロデューサーにかかる旅費・謝金、専門家にかかる旅費・謝金 
サポート：海外市場等に精通するアドバイザーからのアドバイス、販路開拓等に

つながるビジネスマッチング機会の提供、各プロジェクトを含む本事業の情
報発信 

（※27年度事業の概要）日本の生活文化の特色を活かした魅力ある商材を有する中小企業とプロデューサーが
チームを組み、その商材の海外需要獲得に向けて「市場調査、商材改良、ＰＲ・流通」まで一貫してプロデュースする
プロジェクトを募集し、経費の一部（プロデューサー及び専門家にかかる謝金・旅費）を補助するとともに、販路開拓
や情報発信などをサポート。  

専門家 

補助金 

情報収集・情報提供、企業誘致 

各国制度調査 ＴＰＰ関連情報データベース 

進出日系企業への情報提供 

ビジネス環境調査 

窓⼝相談対応 

各国制度情報セミナー 

 国内企業 
／戦略構築支援 

支援機関連携 

 海外政府要人等招聘 

 進出日系企業 
／第3国展開戦略支援 

 販売・物流網拡大支援 

 トップセールス等 
新市場獲得支援 

ＪＥＴＲＯ 

戦略策定等海外展開支援 

専門家 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 
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Ⅲ-05ＷＥＢマッチングサイト支援【中小企業庁】 
（27補正、中小企業・小規模事業者海外展開支援事業） 
 

中小機構によるＥＣ（電子商取引）サイトを通じてＴＰＰ加盟国への進出を目指す
国内企業と海外企業等とのマッチング支援を実施。 
 

Ⅲ-06中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 
【経済産業省】 
（27補正、28当初中小企業・小規模事業者海外展開支援事業） 
 

ジェトロでは中小企業の海外ビジネス支援体制を強化するため、現地の
各協力機関と支援ネットワークを構築し、中小企業の個別相談に必要
なサービスの提案や紹介、取次ぎ等一元的に行うプラットフォームを設置
している。 現地プラットフォームには専属コーディネーターを配置し、各種
情報提供、個別相談へ対応するとともに、現地の官民支援機関との
ネットワークを活用し、ビジネスパートナーの紹介・取次ぎなど各種サービ
スを一元的に提供している。 

 

概要 

中小機構 販路支援部 販路支援課（海外展開支援担当） 
03-5470-1522  
中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

国 
中小企業・ 
小規模事業

者 

支援 中小機構 
ジェトロ 

民間団体等 

補助 
（定額） 

概要 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） ビジネス展開支援課 
03-3582-5017 
経済産業省 通商政策局 通商政策課03-3501-1654  

専門家 

展示会O 

サポート 

サポート 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 
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Ⅲ-07海外展示会への出展支援、商談機会の提供等 
 (販路開拓支援)【中小企業庁】 
（27補正、28当初 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業） 

 
海外展⽰会等の出展企業を支援します。 

Ⅲ-08地域ネットワーク活用海外展開支援事業 
【中小企業庁】 
（28当初 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業） 

 地域の支援ネットワークの協力を得つつ行う現地調査等の取組を支援します 

概要 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 
  展⽰事業課 03-3582-5541 
（独）中小企業基盤整備機構 販路支援部  
（展⽰会・トレードショー担当） 03-5470-1529 
中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767  

国 
中小企業・ 
小規模事業

者 

支援 中小機構 
ジェトロ 

民間団体等 

補助 
（定額） 

サポート 展示会O 

○国際展示会（国内開催）出展支援《中小機構》 
海外バイヤーが多く訪れる国際展⽰会への出展を支援。商談資料・HPの翻訳や窓⼝相談を活用した事前準備支援、専門家及び通訳等
による出展時の支援、出展後の商談フォローなどの支援を行う。（経費の一部を中小機構が負担） 

○海外見本市・展示会出展支援（ジャパン・パビリオン）《JETRO》 
ジェトロが主催・参加する海外見本市・展⽰会のジャパン・パビリオンへの出展をサポート（出展手続、出品物の通関・輸送、広報等、各種
サービスをパッケージで提供）。（展⽰会の出展経費の一部をジェトロが負担） 

○海外展示会出展サポート《中小機構》 
海外で行われる展⽰会（主にJETROの「ジャパン・パビリオン」）に出展する企業の方々を対象に、出展の準備段階（海外販路開拓に係る
アドバイス、商談資料の作成支援等）から契約等のフォロー（契約実務、輸出入のノウハウ提供等）までの一貫した支援を行う。（利用無
料、翻訳については、費用の3分の1負担が必要） 

中国経済産業局 国際課 
082-224-5659  
中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

 補助金額 （補助上限1,000万円、補助率2/3） 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
補助対象者：海外展開を目指す中小企業者4者以上で構成されるグループ 
対象事業：（1）（2）をいずれも満たす必要があります。 
（1） 中小企業等がグループとなって、本事業の目的達成のため、情報収集を目的として自ら行う調査、海外への販路拡大を目的としたバイ

ヤー招聘、海外現地のビジネス動向等を把握するための有識者招聘、海外企業とのマッチング、展⽰会・商談会への出展等の活動により
海外展開を目指す事業であること。  

（2） 中小企業が海外展開を目指す上で直面する課題に対して、複数の地域支援機関等による地域ネットワークの支援を受け、課題の解決
を目指す事業であること。  

補助対象経費：事業費(謝金、旅費、会場借上費、展⽰会出展費、翻訳費、通訳費、借損料、資料購入費、通信運搬費、印刷製本費、
雑役務費)、委託費 

概要 

調査! 補助金 展示会O 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 
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Ⅲ-09中小企業等外国出願支援事業【特許庁】 
（28当初特許特会） 

 

中小企業等による戦略的な外国出願の促進を図るため、(独）日本貿易振
興機構及び都道府県中小企業支援センター等を通じ、中小企業者等の外国
出願にかかる費用を助成します。 

Ⅲ-10海外事業再編戦略推進支援事業【中小企業庁】 
（28当初 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業） 

 

事業再編による海外進出先の移転の際の経営診断や周辺国の
情報を提供します 

補助金 

対象 

①日本に出願済み案件を年度内に外国出願（特許・実用新案・意匠又は商標出願）する予定の中小企
業等又は中小企業等で構成されるグループ②日本に地域団体商標の出願済み案件を年度内に外国で商
標出願する予定の商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人 
補助対象経費:外国特許庁への出願手数料、翻訳費用、現地代理人費用、国内代理人費用 
（外国出願に関する部分） 

概要 

補助率：1/2 補助上限額（１企業あたり最高額３００万円(複数案件の場合)）  
補助金額  特許出願：１５０万円、実用新案・意匠・商標出願：６０万円 
        冒認商標対策商標出願：３０万円 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）知的財産課 外国出願デスク 03-3582-5642 
都道府県等中小企業支援センター、特許庁 総務部普及支援課 03-3501-5878 

知財 

概要 

補助上限160万円、補助率2/3 

中小機構 販路支援部 販路支援課(海外展開支援担当)03-5470-1522 
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課 03-3501-1767 

（※27年度事業のものであり、変更の可能性があります） 
海外子会社の抱える課題や事業の悩みについて対処方法に苦慮している、親会社たる国内中小企業（国内親会社）を対象に、専門家チーム
が、国内親会社及び海外子会社の実状調査、分析、評価及び事業診断を実施し、海外子会社の課題の「見える化」を図る。さらに、海外事業
の出⼝戦略の選択肢を国内親会社に提⽰し、課題解決の推進を図る。 
 
補助対象者：申請企業（国内親会社）は、下記１）～４）を全て満たすこと が必要です 。 
１)海外子会社（生産拠点、販売） を有する日本登記法人の企業 であること 。 
２)反社会的勢力に該当する者でないこと。 
３)海外子会社 の「経営に関する課題」を抱えていること。 
４) ① 国内親会社の経営陣関与度が高いこと ② 財務基盤を有していること ③ 書類等の開⽰(提供)ができること 

補助対象経費：市場調査費、翻訳費、旅費、通訳費等 

調査! 補助金 専門家 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 



Ⅲ-11中小企業等海外侵害対策支援事業【特許庁】 
（28当初特許特会） 

 

(独）日本貿易振興機構等を通じ、海外での中小企業等の様々な知
財侵害リスクへの対策費用を助成し、海外での適時適切な権利行使の
促進を図ります。 
 

補助金 

対象 

概要 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）知的財産課 03-3582-5198 
特許庁 総務部普及支援課 03-3501-5878 

①模倣品対策 現地国で取得またはライセンス許諾を受けた権利に対し、模倣品が権利を侵害している
可能性を⽰す証拠があること等。 
補助対象経費：模倣品の流通経路、製造元等の調査費、警告状の作成費、行政機関への取締申請
に係る費用  補助金上限額：４００万円  
②防衛型侵害対策 警告状等知財侵害により訴えられた証拠があること等。補助対象経費：弁護士
への相談、訴訟準備、訴訟に係る費用  補助金上限額：５００万円  
③冒認商標無効・取消係争 冒認出願である証拠があること等。 補助対象経費：異議申⽴、無効・
取消審判請求、訴訟に係る費用  補助金上限額：５００万円 
 

補助率：２／３ 

知財 

※情報には正確を期していますが、予算PR資料や27年度事業の
情報等を参考に作成したものであり、変更の可能性があるほか、不
完全な説明や誤植が含まれる可能性がありますので、詳細は公募
要領等でご確認ください。 

【Ⅲ海外展開したい】 

【Ⅰ’ 新商品開発をしたい 番外】 

Ⅰ‘-09《参考》生産性向上設備投資促進税制【経済産業省】 
（27補正・28当初予算事業ではありません） 

 「先端設備」（Ａ類型）や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」（Ｂ類型）を
導入する際に税制支援が受けられます。 
 平成２６年１月２０日～平成２９年３月３１日の間に設備を取得等し、かつ、事業の
用に供した設備が対象で、工業会や経済産業局等の確認等を受ける必要があります。 

概要 

対象 青色申告をしている法人・個人事業主（対象業種や企業規模に制限はない） 

Ａ類型：先端設備 
Ｂ類型：生産ラインやオペレーション 

の改善に資する設備 類型 

確認者 

対象設備 
（要件） 

税制措置 

※単品設備、簡素な手続き（事業者の申請不要） 

「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設
備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの（サーバー
及びソフトウエアについては中小企業者等が取得するものに限
る。） 
①最新モデル 
②生産性向上（年平均１％以上） 
③最低取得価額以上 

※複数設備可、投資計画の申請が必要 

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」
「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの 
 
①投資計画における投資利益率が年平均１５％以上 
 （中小企業者等は５％以上） 
②最低取得価額以上 

工業会等 経済産業局 

○産業競争力強化法施行日（平成２６年１月２０日）から平成２８年３月３１日まで 
 ：即時償却と税額控除（５％。ただし、建物・構築物は３％）の選択制 
○平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 
 ：特別償却（５０％。ただし、建物・構築物は２５％）と税額控除（４％。ただし、建物・構築物は２％）の選択制 
※ ただし、税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の２０％が上限 

22 

Ａ類型 
生産性税制電話
相談窓⼝ 
03-3501-1565 
 
Ｂ類型 
中国経済産業局 
地域経済課 
082-224-5684 

設備投資 税制 



 

【Ⅰ新商品開発をしたい】P9～12 
Ⅰ-01 「ふるさと名物」応援事業《農商工認定補助事業(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業(事業化・市場化支援事業))・

地域資源認定補助事業(消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業)》【中小企業庁】(27補正・28当初、ふるさと
名物応援事業)展示会O 調査! 専門家 試作  広報  P9 

Ⅰ-02 創業・第二創業補助金【中小企業庁】（28当初、地域創業促進支援事業）展示会O 調査! 専門家 試作 設備投資 広報   

Ⅰ-03 「ふるさと名物」応援事業《農商工認定補助事業(低未利用資源活用等農商工等連携支援事業(連携体構築支援事業))》【中

小企業庁】（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業）調査! 専門家 広報 P10 

Ⅰ-04 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業《地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト》 【中小企業庁】（28当初、

小規模事業対策推進事業）展示会O 調査! 専門家 試作 広報 

Ⅰ-05 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金【中小企業庁】（27補正）設備投資 P11 

Ⅰ-06 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(省エネ補助金)【資源エネルギー庁】（28当初）設備投資 

Ⅰ-07 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業【資源エネルギー庁】（27補正）設備投資 P12 

Ⅰ-08 中小企業活路開拓調査・実現化事業【中小企業庁】（28当初、中小企業連携組織対策推進事業） 

      展示会O 調査! 専門家 試作 設備投資  

 

【Ⅱ販路を開拓したい】 P13～16 

Ⅱ-01 ものづくりサプライチェーン再構築支援事業（27補正、中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業）調査!  P13 

Ⅱ-02 地域中核企業創出・支援事業【経済産業省】（28当初） 展示会O 調査! 専門家 

Ⅱ-03 よろず支援拠点・専門家派遣事業【中小企業庁】（28当初、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業）専門家P14 

Ⅱ-04 アンテナショップ・ＥＣサイト整備事業【中小企業庁】（27補正、小規模事業者支援パッケージ事業）展示会O 

Ⅱ-05 ふるさとプロデューサー育成支援事業【中小企業庁】（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業）専門家 P15 

Ⅱ-06 小規模事業者持続化補助金【中小企業庁】（27補正、小規模事業者支援パッケージ事業）展示会O調査!専門家試作広報 

Ⅱ-07 農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業【経済産業省】（27補正）広報 P16 

Ⅱ‘-08《参考》販路開拓コーディネート事業【中小企業基盤整備機構 】 専門家 

 

【Ⅲ海外展開したい】 P17～22 

Ⅲ-01 海外ビジネス戦略推進支援事業（27補正） ・海外展開戦略策定支援（28当初） 【中小企業庁】（中小企業・小規模事業

者海外展開戦略支援事業）調査! 広報 P17 

Ⅲ-02 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業【中小企業庁】（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業）展示会O調査!専門家試作広報 

Ⅲ-03 ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業【経済産業省】（27補正、28当初 ふるさと名物応援事業）専門家 P18 

Ⅲ-04 海外展開戦略等支援事業【経済産業省】（27補正）専門家 

Ⅲ-05 ＷＥＢマッチングサイト支援【中小企業庁】（27補正、中小企業・小規模事業者海外展開支援事業）展示会O P19 

Ⅲ-06 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム【経済産業省】（27補正、28当初中小企業・小規模事業者海外展開支援事業）
専門家 

Ⅲ-07 海外展⽰会への出展支援、商談機会の提供等 (販路開拓支援)【中小企業庁】（27補正、28当初 中小企業・小規模事業者

海外展開支援事業）展示会O P20 

Ⅲ-08 地域ネットワーク活用海外展開支援事業【中小企業庁】（28当初 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業）展示会O調査! 

Ⅲ-09 中小企業等外国出願支援事業【特許庁】 （28当初特許特会）知財 P21 

Ⅲ-10 海外事業再編戦略推進支援事業【中小企業庁】（28当初 中小企業・小規模事業者海外展開支援事業）調査! 専門家 

Ⅲ-11 中小企業等海外侵害対策支援事業【特許庁】 （28当初特許特会）知財 P22 

 

【Ⅰ’ 新商品開発をしたい 番外】 P22 
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施策ツール索引 

凡例 

https://www.mirasapo.jp 

展示会O 調査! 専門家 試作 設備投資 広報 知財 


