
ジェトロの海外市場開拓の支援
円高対策緊急支援プログラム、平成22年度事業のラインナップ

（国内36事務所）

平成22年10月28日

（国内36事務所）
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円高対策緊急支援プログラム
～新たな輸出市場開拓をお手伝いします～

急激な円高による影響が深刻化する中、中小企業の海外
販路開拓ならびに経営支援を強化すべく、日本貿易振興機
構（ジェトロ）および中小企業基盤整備機構が連携して、「円
高対策緊急支援対策プログラム」を実施します。

１．海外企業との商談の場を提供

（１）海外からの有力バイヤーを招へい
ジェトロでは食品・農林水産品、テキスタイル・ファッション、伝統産品、機械

部品の分野において、海外のバイヤーを招へいし、国内各地で商談会を開
催していますが、今回新たに上記4分野に環境を加えた5分野を対象として、
バイヤー招へい25件を追加で行います。

２



（２）海外展示会出展支援の強化

以下の4展示会について、出展料の引き下げや、新規の展示会への参加募集
を行います。現在、各展示会の出品者募集を行っています。

①ニューヨーク国際ギフトフェア2011
②医療製造関連展示会 MD&M WEST
③民間航空・宇宙ビジネス国際展示・会議「ASIAN AEROSPACE 2011」
④レディス・ファッショングッズ見本市「The Box 3月展」

２．海外展開相談の受付

国内各事務所での緊急相談対応に加え、ジェトロ本部（東京）に海外展開緊
急相談のための専用電話を設置しました 03 3582 5227急相談のための専用電話を設置しました：03-3582-5227

３．情報発信の強化

（１）緊急支援セミナーの開催

新たな輸出市場開拓に向けた「海外市場開拓緊急支援セミナー」を開催。

為替リスク回避に関するセミナーを広島では、１１月２５日に開催。

（２）円高の日本企業への影響

①通商弘報特集「急進する円高と日系企業」

②円高の影響に関する緊急アンケート
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○ビジネス機会の拡充
多数の海外での展示会、国内での商談会、アンテナショップ等に加え、
本年は、地域ごとのグループの出展ニーズに応じた海外出展を支援
農林水産品・食品は、地域ごとのニーズに対応したメニューをラインナップ

○国内専門家、海外コーディネーターによるサポート

ジェトロの海外市場開拓支援事業

平成22年度の事業方針

１．地域の中小企業等の海外販路開拓の支援強化１．地域の中小企業等の海外販路開拓の支援強化

○マーケティング調査などを通じ、情報提供を深化

○アジアで行う展示会、商談会を増強
○ニーズの強いアジア向けに、アンテナショップ等を実施
○ファッション、コンテンツ、デザイン分野等で日本ブランドを発信

○ミッション・商談会の実施など

２．アジア向け取り組み強化２．アジア向け取り組み強化

３．環境、インフラ、新分野（医療・福祉機器等）の３．環境、インフラ、新分野（医療・福祉機器等）の
海外市場開拓の支援海外市場開拓の支援
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見本市・展示会・商談会・ミッションのメリット

◎ジェトロの海外見本市・展示会のメリット
１ 内容が充実

・優良なバイヤーが多く集まる見本市・展示会を選択できる
・事前に現地情報を入手し、商談の準備に活用できる
・言葉の不安が大幅に軽減（アテンダントがブースに張り付き、サポート）
・見本市・展示会の会場にジェトロ職員が常駐し、相談できる

２ コストが低減される
・出展料は、中小企業者向けに展示会主催者の価格より割安に設定
・ブース設営は、ジェトロが一括発注
・展示物の輸送コストもジェトロが行った場合 軽減・展示物の輸送コストもジェトロが行った場合、軽減

３ 手間が軽減
・展示会主催者（オーガナイザー）との面倒な手続きや交渉が、一切ない

◎ジェトロの国内商談会のメリット
・優良バイヤーと国内で商談できる
・通常の海外バイヤーとの商談で必要な、往復の時間、旅費などが不要になる
・商談直前まで国内の関係者と相談して準備ができる

◎ジェトロの海外派遣ミッションのメリット
・海外の政府関係機関や団体など 全体を見渡せるキーパーソンの話が聞ける
・短期間の間に市場情報などをまとめて知ることができ、商談できる
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ジェトロの海外見本市・展示会（平成２２年度）①
見本市・展示会名（特徴等） 会期 開催地 規模 募集状況（募集時期）

【ギフト・インテリア分野】

1
ニューヨーク国際現代家具見本市(ICFF）2010

（国際的展開の足がかりとなる北米最大級の見本市）
5月15日-18日

米国
ニューヨーク

20小間 展示会終了

2
ＮＹインターナショナルギフトフェア（夏展）
（北米最大規模の国際ギフト総合見本市）

8月15日-19日
米国

ニューヨーク
22小間 展示会終了

3
ＮＹインターナショナルギフトフェア（冬展）
（北米最大規模の国際ギフト総合見本市）

1月30日-2月3日
米国

ニューヨーク
18小間程度

募集中
（10/20締切）

4
メゾン・エ・オブジェ

（世界最高峰のインテリア＆デザイン関連見本市）
1月21日-25日 フランス・パリ 20小間程度 募集終了

5
第15回中国国際家具（夏季）展覧会

（中国北方有数の全国規模の国際家具見本市）
6月10日-13日 中国・大連 50小間 展示会終了

【繊維・ファッション分野】

6
パリ・アパレル展示会Ⅰ トラノイ・オム6月展

（メンズ・アパレル全般 春夏）
6月24日-27日 フランス・パリ 10小間 展示会終了

7
パリ・アパレル展示会Ⅱ アトモスフェール10月展

（レディス・プレタポルテ 春夏）
10月1日-4日 フランス・パリ 13小間 募集終了

8
パリ・アパレル展示会Ⅲ トラノイ・オム1月展

（メンズ・アパレル全般 秋冬）
1月 フランス・パリ 11小間程度

募集中（既存：10/14、
新規：11/2締切）

9
パリ・アパレル展示会Ⅳ アトモスフェール3月展

（レディス・プレタポルテ 秋冬）
3月 フランス・パリ 13小間程度

募集中（既存11/5、
新規：11/10締切）

【医療・福祉機器分野】

10
2010 ＢＩＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ

（世界最大のバイオ関連イベントに日本パビリオン出展）
5月3日-6日 米国・シカゴ 18社・団体 展示会終了

11
中国国際福祉博覧会

（中国最大級の福祉関連見本市）
12月3日-5日 中国・北京 30小間程度 募集終了

12
ＭＥＤＩＣＡ 2010 国際医療機器展及び国際会議

（世界最大級の医療機器見本市）
11月17日-20日

ドイツ
デュッセルドルフ

10小間 募集終了

13
メディカルデザイン＆マニュファクチュアリングウエストMD&M

（世界最大級の医療機器製造関連展示会）
2月8日-10日

米国
アナハイム

16小間程度 募集中（10月15日締切）

〔注〕1 見本市・展示会は、さらに追加される可能性があります。ジェトロのホームページをご覧ください。
2 各見本市・展示会とも、展示スペースの確保のため、会期から３～４ヶ月程度前に募集を締め切らせていただいています。

（このため、本年度の出展計画でも前年度から募集しているものがあります。）
ただし、ご希望が多数予想されるなど出展者選考の必要なものについては、さらに前に募集期間を置いているものがあります。

3 見本市・展示会での商談の成果を上げていくためには、出発前の準備が重要。 ジェトロの提供する市場情報、商標権等の知財関連情報等
をセミナーなどで入手するとともに、ジェトロの貿易実務オンライン講座などにより、貿易実務の基礎知識を習得しておくことをお勧めします。

4 募集の詳細については、ジェトロのホームページをご覧いただくか、最寄のジェトロ貿易情報センターにお尋ねください。 6



見本市・展示会名 会期 開催地 規模 募集状況（募集時期）
【機械分野】

14
ＭＴＡベトナム2010

（東南アジア最大級の総合工作機械見本市）
7月6日-9日

ベトナム
ホーチミン

20小間 展示会終了

15
2010日韓部品素材調達展示商談会

（韓国国内での現地調達などを目指す企業には最適な商談
会。日韓両政府がバックアップ。）

9月29日-30日
韓国

ソウル
12小間 募集終了

16
ホーチミン部品調達展示商談会

（ベトナム最大の工作見本市METALEX VIETNAMと同時開催。
低コストで部品部材の現地調達先の発掘が可能）

10月7日-9日
ベトナム

ホーチミン
購買50社、供

給50社
募集終了

17
ＭＥＴＡＬＥＸ2010

（東南アジア最大級の金型・工作機械の見本市）
11月24日-27日 タイ・バンコク 26小間 募集終了

18
日系自動車部品販売調達展示会 at 広州モーターショウ

＜ＪＡＰＰＥ2010＞
（日系自動車部品に特化した中国唯一の専門展示会）

12月21日-23日 中国・広州 350小間程度 募集終了

19
インド国際産業＆技術フェア（ＩＥＴＦ2011）

（インド最大の機械分野の見本市。
現地での部品部材の調達パートナーの発掘が可能）

2月9日-11日
インド

ニューデリー

20小間
（調達見本

市）
募集中（10月29日締切）

ジェトロの海外見本市・展示会（平成２２年度）②

現地での部品部材の調達パ トナ の発掘が可能） 市）
【食品分野】

20
Seoul Food & Hotel 2010

（韓国最大規模の食品産業専門見本市）
5月12日-15日 韓国・ソウル 27小間 展示会終了

21
Food Taipei 2010

（日本食品の受容幅大、我が国食品分野で最大規模の出
展）

6月23日-26日 台湾・台北 54小間 展示会終了

22 タイ国際食品見本市（ＴＡＩＦＥＸ） 6月30日 -7月4日 タイ・バンコク 6小間 展示会終了

23
Food Expo 2010 における

日本産米・米関連食品ＰＲブース 、 九州パビリオン
8月12日-14日 中国・香港

米：約20品目
九州：11小間

展示会終了

24 City Shop 「四国産品常設売場」
（昨年６-12月に続いて出展。）

9月10日-12月5日 上海･北京
37社･団体
100品目

募集終了

25
FHC CHINA 2010

（経済発展が進んだ上海で多数の商談、
中国最大の食品・飲料専門見本市）

11月10日-12日 上海 56小間 募集終了

26
SIAL 2010

（食品･飲料･レストランサービス等関連産業を対象とした
世界最大規模の国際食品見本市）

10月17日-21日 パリ 16小間 募集終了

27 Food Week 2010
（韓国最大級の食品専門見本市）

11月18日-21日 ソウル 56小間 募集終了

28 Int’l Restaurant & Foodservice Show 2011
（北米地域からレストラン関係者・卸関係者等多くの来場者）

2月27日-3月1日 ニューヨーク 20小間弱程
度

募集準備中（10月上旬） 7



見本市・展示会名 会期 開催地 規模 募集状況（募集時期）

【コンテンツ分野】

29
カンヌ・フィルム・マーケット

（米国AFM、イタリアMIFEDとならぶ世界三大映画見本市）
5月12日-21日 フランス・カンヌ 13社 展示会終了

30
上海国際映画祭フィルムマーケット

（コ･フェスタ in 上海と連携した商談会）
6月14日-16日 中国・上海 11社 展示会終了

31
コ・フェスタ連携ビジネスイベント in パリ

（ジャパンエキスポ期間中に実施するコンテンツ分野商談会）
7月2日 フランス・パリ 10社程度 展示会終了

32
アメリカン･フィルム･マーケット（AFM）

（北米最大の映画専門見本市）
11月3日-10日

米国
サンタモニカ

10社 募集終了

33
MIDEM（国際音楽著作権見本市）
（世界最大の音楽産業見本市）

（2011年）
1月23日-26日

フランス・カンヌ 検討中 （2010年10月末）

34
GDC(Game Developers Conference)

（世界中のゲーム開発者や業界関係者が集まる見本市）
（2011年）

3月
米国

サンフランシスコ
検討中 （2010年11～12月頃）

35
香港フィルマート

（アジア最大級のエンタテイメント総合見本市）
（2011年）

3月21日-24日
中国・香港 検討中 （2010年11～12月頃）

【感性価値創造】

ジェトロの海外見本市・展示会（平成２２年度）③

【感性価値創造】

36
感性価値デザイン展・香港

（デザインをテーマとしたアジア最大級の国際イベント
Business of Design Weekに出展）

12月2日-4日 中国・香港 845㎡ 募集終了

【消費財のアジア市場開拓】

51
アジア・キャラバン（中国）

（消費市場として発展が見込まれる中国の市場へ消費財を対
象として商談を実施）

10月-2月 北京・上海・成都 ２７社 募集終了

52
アジア・キャラバン（香港）

（消費市場として発展が見込まれる香港の市場へ消費財を対
象として商談を実施）

11月 香港 １５社 募集終了

53
アジア・キャラバン（シンガポール）

（消費市場として発展が見込まれる東南アジアの市場へ
消費財を対象として商談を実施）

3月 シンガポール 検討中
募集準備中

（11月8日締切）

【地域のニーズを踏まえた展示会】

41
地場産業等海外見本市出展緊急支援事業

（地場産業、同業企業グループ等の単位で、出展者が希望す
る海外見本市への出展をジェトロがサポート）

10月以降 各地 ５小間以上 13の見本市に出展決定
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ジェトロの海外見本市・展示会（平成２２年度）④
見本市・展示会名 会期 開催地 規模 募集状況（募集時期）

【環境・省エネルギー・新エネルギー分野】

61
第3回シンガポール国際水週間2010・水エキスポ

（水関連の最新技術・サービス、製品を一同に紹介する
世界的イベントに日本パビリオン出展）

6月29日-7月2日 シンガポール 28小間 展示会終了

62
緑色産業国際博覧会

（中国最大級の総合環境・エネルギー見本市）
7月3日-5日 中国・青島 24小間 展示会終了

63
IFAT ENTSORGA 2010

（世界最大級の水処理専門見本市）
9月13日-17日

ドイツ・
ミュンヘン

5小間 募集終了

64
ENTECH POLLUTEC ASIA 2010

（東南アジア最大級の環境・エネルギー総合展）
9月15日-18日 タイ・バンコク 10小間

募集終了
（会期が6月上旬から延

期されました）

65
マレーシア環境・エネルギー総合展 IGEM2010
（マレーシア政府主催の環境・エネルギー分野の

大規模な総合展示会）
10月14日-17日

マレーシア
クアラルンプー

ル
15小間 募集終了

66
Clean Energy Expo Asia 2010 (CEEA2010)

（シンガポール国際エネルギー週間の一環で開催される 11月2日-4日 シンガポール 32小間 募集終了66 （シンガポ ル国際 ネルギ 週間の 環で開催される
新エネルギー・省エネルギー分野の見本市）

11月2日 4日 シンガポ ル 32小間 募集終了

67
2010中国国際工業博覧会

（中国最大の国際工業総合見本市。
博覧会内「環境保護技術と設備展」に出展。）

11月9日-13日 中国・上海 157小間 募集終了

68
中国水博覧会

（中国水利部から唯一正式承認を受けた
水処理専門見本市）

11月17日-19日 中国・北京 12小間 募集終了

69
Green build 2010

（米国最大のグリーン・ビルディング関連見本市）
11月17日-19日 米国・シカゴ 4小間程度

募集中※北米環境ビジ
ネスチャレンジ（通年）参

加者対象

70
Pollutec 2010

（欧州最大規模の環境・エネルギー関連総合展示会）
11月30日-
12月3日

フランス・リヨン 10小間 募集終了

71
インド国際産業＆技術フェア（ＩＥＴＦ2011）

（インド最大の機械分野の見本市。
エネルギー・環境関連で出展）

2月9日-11日
インド

ニューデリー
30小間程度 募集終了

72
AQUATECH INDIA

（水処理分野の国際専門見本市）
3月2日-4日 インド・ムンバイ 5小間程度 （10月頃）

73
Renewable Energy World

（再生可能エネルギー分野の国際専門見本市）
3月8日-10日 米国・タンパ 5小間程度 （10月頃）

9



商談会（開催地） 時期 招聘バイヤー等 特徴（対象等） 募集状況（募集時期）

【食品分野】 ※各貿易情報センターがコーディネートしたもの

101
北海道、青森、鹿児島

（北海道は北海道産品取引商談会と併
催）

北海道：6月8日
青森：6月11・12日

鹿児島：6月10・11日

香港、中国、アジア、米国等海
外バイヤー

農産加工品、菓子、水産
加工品、乳製品、その他

商談会終了

102
えひめ産品海外バイヤー商談会・海外

ビジネス相談会 ※
6月23日 食品の輸出を扱う日本企業 食品全般（酒類含む） 商談会終了

103
中国食品輸出セミナー・商談会（盛岡）

※
6月24日（セミナー）、

25日（商談会）
食品を扱う中国企業とその日

本法人
加工食品 商談会終了

104 2010高知の食品輸出商談会 ※ 7月2日 県外食品商社 食品全般 商談会終了

105
東京、長野、名古屋、神戸、岡山、鳥取

（米子）、青森

青森：7/30・8/1
東京：8月3・4日
長野：8月5・6日

名古屋：8月9･10日
香港、中国、アジア、欧米等

海外バイヤ

農産加工品、米、日本酒、
調味料、菓子、茶など広
範な農林水産物 食 を

商談会終了

ジェトロの国内商談会（平成２２年度） ①

105 （米子）、青森
（東京はｱｸﾞﾘﾌｰﾄﾞEXPO 2010 と併催）

名古屋：8月9 10日
神戸：8月6日
岡山：8月9日
鳥取：8月6日

海外バイヤー 範な農林水産物・食品を
対象

商談会終了

106
静岡、鹿児島

（静岡では世界お茶祭り2010と併催）
静岡：10月28･29日
鹿児島：11月1日

米国バイヤー お茶 募集終了

107 香川 高松：11月18･19日 欧米、アジア等海外バイヤー 盆栽（五葉松） (1ヵ月半～2ヵ月前開始)

108 広島、山形 12月上旬 ロシア等海外バイヤー
農産加工品、水産加工
品、その他

(1ヵ月半～2ヵ月前開始)

109 熊本、岩手 1月見込 アジア等海外バイヤー
農産加工品、水産加工
品、その他

(1ヵ月半～2ヵ月前開始)

110 広島、香川、愛媛 2月上旬見込 欧州地域のバイヤー
農産加工品、水産加工
品、その他

(1ヵ月半～2ヵ月前開始)

111
千葉､秋田､青森､新潟､大阪､徳島､高

知､沖縄
（千葉はFOODEX JAPAN 2011と併催）

千葉幕張：3月1-4日
他：3月上旬･中旬

海外バイヤー
農産加工品、水産加工
品、その他

(1ヵ月半～2ヵ月前開始)
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ジェトロの国内商談会（平成２２年度） ②

商談会（開催地） 時期 招聘バイヤー等 特徴（対象等） 募集状況（募集時期）

【繊維・ファッション分野】

121
欧州向けテキスタイル輸出展示商談会

（大阪、名古屋）
大阪：7月5日-6日
（名古屋産地訪問）

欧州大手ブランド
欧州有力バイヤーと展示

会形式での商談
商談会終了

122
テキスタイル輸出展示商談会

（東京、山形）
10月13日-15日 検討中

Japan Creation出展企業
との商談

募集終了

123 アパレル分野商談会（東京）
10月18日‐22日
（JFW会期中）

アジア（中国、タイ、インド）
のバイヤー

アパレル・ブランド 募集終了

124 アパレル分野商談会（東京）
3月下旬

（JFW会期中）
アジアのバイヤー アパレル・ブランド 募集時期未定

【地域産品・デザイン分野】

131 岐阜（高山） 9月3日～6日
中国、香港、ロシアのバイヤー

（ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所等）
木工家具 商談会終了

132 青森
10月13日－10月19

日
フランスのバイヤー 地域伝統産品・雑貨等 （10月上旬）

日

133 奈良、和歌山 10月26日-29日
米国、カナダ、イタリアの海外

バイヤー
日用・雑貨品 募集終了

134 岐阜 1月頃 検討中 地域伝統産品・雑貨等 募集時期未定

【機械・部品分野】

141 富山ものづくり総合見本市（富山） 8月5-7日 中国の大手家電メーカー
電子モジュールに特化し
た専門商談会

商談会終了

142 諏訪圏工業メッセ（諏訪） 10月14-16日
欧米アジアの精密機械メー

カー(予定)
精密機械・部品の外国バ
イヤーとの個別商談会

募集終了
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ミッション名、派遣地等 派遣時期 定員 特徴等
募集状況

（募集開始予定時期）

【機械分野（医療・福祉機器）】

201
シンガポール医療機器見本市 MEDICAL

FAIR ASIA 2010 ミッション

9月13日-17日
現地集合・

現地解散方式
10社程度

展示会に共同商談ブース(初のジャパ
ンブース)を設置。そのほか現地マー

ケット情報等のブリーフィング、市場視
察ツアー

ミッション終了

202
ドバイ 医療・福祉機器見本市

アラブ・ヘルスミッション

1月22-28日
現地集合・

現地解散方式
10社程度

展示会に共同商談ブース(初のジャパ
ンブース)を設置。そのほか現地マー

ケット情報等のブリーフィング、市場視
察ツアー

募集終了

203
韓国医療・福祉機器見本市

KIMESミッション

3月16-21日
現地集合・

現地解散方式
20社程度

展示会に共同商談ブース(初のジャパ
ンブース)を設置。そのほか現地マー

ケット情報等のブリーフィング、市場視
察ツアー

10月頃

【食品分野】
香港 は 熊本市ブ

ジェトロの海外市場開拓ミッション（平成２２年度）

204 熊本市食品ビジネスミッションin香港・韓国※ 8月10‐15日 10社程度
香港ではFoodExpo2010の熊本市ブー
スに出展し商談、韓国では個別商談会

ミッション終了

205
中国内陸部農産物･食品輸出ミッション

（長沙、武漢、成都、上海）
12月3-7日 15名

成都ではアンテナショップも実施計画
中。情報の少ない中国内陸を知る機会

募集終了

206 ホーチミン農産物･食品輸出ミッション 10月23-27日 15名 急速に発展しつつも情報の少ない地域 募集終了

207 検討中 第4四半期 15名 10月頃までに実施決定 検討中

【環境・省エネルギー・新エネルギー分野】

208 台湾 2010年度中 未定 商談会主体のミッション 11月頃

209 中国・広州 2010年12月2日 未定 商談会 10月頃

210 トルコ
2010年11月8日

‐11日
10社程度 商談会主体のミッション 募集中

211 メキシコ
2010年7月12日

‐16日
13社 商談会主体のミッション ミッション終了

212 サウジアラビア 2010年度中 4‐5社 商談会主体のミッション （未定）

〔注〕 このほかに、地域での要望により、各地域の貿易情報センターがミッションを企画することがあります。
12



展示会・商談会

ジェトロの海外市場開拓支援事業
事業メニュー （概要）

◆海外における展示会・見本市
世界的に影響力のある見本市・展示会への参加、あるいは、ジェトロが展示会を主催

平成22年度は、自治体、地場産単位など地域のグループでまとまって中小企業が海外見本市へ
出展する際、その出展をジェトロが支援 （ 16団体の支援を決定）

◆国内への海外バイヤー招聘による商談会
世界各国から有力バイヤーを日本に招聘して、国内で商談会を開催
食品分野は２５都道府県で実施
定評のある繊維・ファッションの国内商談会のほか 地域産品 機械分野でも商談会を実施

（メゾン・エ・オブジェ）

定評のある繊維・ファッションの国内商談会のほか、地域産品、機械分野でも商談会を実施

展示会・商談会に向けた支援

◆日本ブランドの発信
日本ブランド発信に向け、海外ジャーナリストの招聘や、海外でマスメディアやバイヤー等を
集めたＰＲイベントなどを行う。

◆海外コーディネーター
海外で実際にビジネスを行っている方などをコーディネーターとして配置し、中小企業等からの相談対応
や展示会などに合わせた商談支援などを行う。世界14カ国に40名を配置。

☆輸出有望案件発掘支援事業 （国内に１５名の専門家を配置）
優れた技術・製品を持ち輸出意欲が強いにもかかわらず 輸出経験がなく輸出に踏み出せない中小企業
を中心に、戦略立案から商談を経て輸出実現まで切れ目なくアドバイスを行い、ハンズオンで支援。

（JFW in New York）

（海外バイヤーとの商談会）

海外の市場動向や企業動向等を調査して提供

13



ジェトロの海外市場開拓支援事業
事業メニュー （概要）

海外へのミッション派遣

市場の将来性が大きい新興国などに向けて、中小企業ミッションを派遣、
企業視察などに加え、最新トレンドや業界動向、規制制度や商慣習などを
集中的に情報提供し、それを踏まえた商談会を実施する

ショウルーム・アンテナショップ事業

（海外市場開拓ミッションでの商談会）

インフラ需要が今後大幅に増加することが見込まれている新興国等において、
案件発掘・形成段階から支援

わが国中小企業の産品に対する反応を、海外の消費者に直接モニタリングするため、
新興国等でショウルーム・アンテナショップ事業を展開

インフラ・プラントビジネスの海外展開支援

環境・エネルギー分野の海外展開支援

海外との取引や進出を希望する中小企業者、
海外に既に進出している企業者等の相談に、随時対応

本年は、アジア、米・欧で、多数の見本市に出展、ミッションも多数派遣

14



→ 工夫して効果的に利用輸出の基礎的情報収集や相談のために ①

○ ビジネスライブラリー （東京本部、大阪本部）
・世界各国の統計、企業・団体名簿、貿易・投資制度情報、関税率表、

貿易投資実務書など各種資料やデータベースが豊富に所在。
資料相談にも応じます。

・入館・閲覧無料
・開館時間 9：00～17 ：00 （土日・祝日・第3火曜日・年末年始休館）
・コピー・電子情報の印刷は有料（ジェトロメンバーズは割引特典あり）
・全国のジェトロ貿易情報センターでも、資料照会に応じています

○ 貿易投資相談
・本部、大阪本部、各貿易情報センター、各海外事務所でご質問にお答えして

います （料金無料）
・個別面談は事前予約制
・ジェトロメンバーズには会員専用フリーダイヤル

● Ｊ－ＦＩＬＥ→インターネットで世界５７カ国・地域の情報を入手できます ●
（利用案内） http://www.jetro.go.jp/world/

● ＴＴＰＰ →サイト上で、国内外約2万件のビジネス案件を閲覧、
自社の紹介も可能

（詳細情報、登録） http://www.jetro.go.jp/ttppj/ 閲覧・登録は無料 ●

15



→ 工夫して効果的に利用輸出の基礎的情報収集や相談のために ②

○ お客様に代わって海外の情報を調査
ビジ 考

○ 海外での現地情報の提供と相談対応
・ジェトロの海外事務所にて、現地一般経済事情やビジネス環境、現地商習慣等

について海外駐在員や専門アドバイザーが情報提供を行います。
（海外ブリーフィングサービス、無料）

・海外の主要国・事務所では、コーディネーターが中小企業者の相談に答えます

・ビジネスの参考とするための簡易な調査（商品価格、企業リスト、現地統計など）を
現地駐在員が調査、回答します。
（海外ミニ調査サービス、有料／調査内容により料金が異なります）

・ジェトロメンバーズには無料調査枠と割引があります。

○ 海外企業とのビジネスアポイントを取得
・海外企業と具体的な商談を行う際に、アポイントメントを代行して取得します。

（ビジネスアポイント取得サービス、有料）
・ジェトロメンバーズには割引があります。
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○貿易実務の習得

輸出ビジネスの体制強化のために輸出ビジネスの体制強化のために

◆貿易実務オンライン講座◆
貿易実務を分かり易く、インターネット経由でいつでもどこでも学習できます。
企業研修にも最適です。 （基礎編・応用編・英文契約編）
（webサービス/有料（メンバーズ割引特典あり） 特別割引キャンペーン実施中）
（詳細情報）貿易実務オンライン講座 http://www.jetro.go.jp/elearning/

解答後

◆貿易実務講座・セミナー◆
東京本部、全国の貿易情報センターで貿易実務講座（座学）やテーマ別セミナーを
実施しています。（有料/一部無料）
（詳細情報）セミナー・講演会情報 http://www.jetro.go.jp/events/seminar/
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切れ目ないアドバイスで成約まで一貫支援

輸出有望案件発掘支援事業
＊関心ある企業の皆様には、ジェトロ職員と専門家が、お話を伺いに貴社を訪問します。ご一報ください。

○ 優れた技術力、オンリーワン商品などを持ちながらこれまで輸出経験のない
中小企業（製造業）を発掘し、輸出成約（直接貿易）に向け一貫支援

○ 支援対象は、 直接貿易、製造業、日本から日本製品の輸出

支援分野は、機械・部品、繊維、伝統産品・ﾃﾞｻﾞｲﾝ雑貨、環境・バイオ・福祉、
食品

○ 企業側に輸出へのしっかりとした意思が必要 → 審査会で支援企業を決定

○ ジェトロのアドバイス経費、専門家の海外出張費などは無料
企業側の売り込みに要する経費（海外出張費、英文パンフ作成費など）は、
企業側負担

○原則2年間、2カ国（新規市場） ○国内に15名の専門家を配置

○具体的支援内容

輸出戦略の
アドバイス

マーケット情報
の収集 バイヤー情報

の収集

商談支援

契約締結アドバイス海外見本市随行
代金回収など
アドバイス
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インフラ・プラントビジネスの海外市場開拓支援事業

支援分野

� 官民一体のプラットフォームとして、相手国のインフラ計画策定段階から関与を行う。また、我が国産業の強みと海外インフラ需
要との戦略的マッチングを進め、日本企業による新規プロジェクトの発掘・形成を支援する。

� 海外ネットワークを有する公的機関としての立場を最大限活用して、相手国の「官（G）」と日本の「民（B）」との間の橋渡し（“G to
Bマッチング”）を行う。（ジェトロ海外事務所数：５５カ国、７２カ所。２０１０年９月現在）

重
点
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ

DMICDMIC（デリー・ムンバ（デリー・ムンバ
イ産業大動脈）イ産業大動脈）

DMIC構想、DMICスマートコミュニティの支援。

ジェトロがコミットしている重要プロジェクトの
推進。

日豪・日星協力日豪・日星協力
豪、星との協同により、第三国ミッションの派
遣等を実施。

重
点
５
分
野

水システム水システム
水道事業の運営・管理のノウハウを、海外市
場でのビジネスに活かすための、「橋渡し」。

国内外ネットワークを駆使したジェトロならで
はの事業展開。

ITIT、放送（地デジ）、通放送（地デジ）、通
信

「日本方式の導入支援」から「日本企業の資
機材の販売促進」へ。

地域への一括アプローチにより、多くのマッ
チングを実施。

スマート・グリッド、再スマート・グリッド、再
生可能エネルギー生可能エネルギー

スマート・グリッド、再生可能エネルギー、電
気自動車は、これからの有望分野。

新しいビジネスモデル確立に向け、日本企
業の海外展開を支援。

高速鉄道・都市鉄道高速鉄道・都市鉄道
日本の優れた技術をシステムとして展開可
能な重要分野。

官民合同の支援体制へ貢献。

都市開発、道路等イ都市開発、道路等イ
ンフランフラ

都市開発の初期段階から日本企業が関与
することは今後の重要課題。

ＤＭＩＣ等において日本のインフラ分野の包
括的取組みの進展を支援。
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Ⅰ．人的交人的交
流

要人・有識者
招聘

チリ・地震警戒システム技術者招聘・・・チリにおける地震警戒システムの導入を目的とし、技術者等
を日本に招聘し、関連企業との面談、施設の見学等を行う。（予定）
カイロ・都市鉄道要人招聘・・・都市鉄道関連省庁・機関の要人を招聘し、日本のシステム及び技術を
紹介。（予定）

ミッション派遣 日豪合同インド・インフラミッション派遣協力・・・インドにおける日豪協力を推進するため、インド公共
インフラ施設のＰＰＰプロジェクト等に関するセミナー、現地視察を実施。（実施済み）

専門家派遣 アフリカ地熱発電開発専門家派遣・セミナー：地熱発電をテーマとしたセミナーをタンザニア及びウガ
ンダで開催し、講師として日本から専門家を派遣。（予定）

Ⅱ．イベンイベン
開催開催

海外セミナー・
マッチング

高速鉄道セミナー・・・米国（シカゴ）、ポーランドにおいて日本の高速鉄道技術等の売込みをすべく、
高速鉄道セミナーを開催。（米国は実施済み）
日ポルトガル環境ビジネスセミナー・・・ポルトガルで「電気自動車と共生する都市」をテーマとしたセミ
ナーを開催。（予定）

ベトナム インフラシステム投資セミナ 及び個別ビジネスマ チング ベトナム最大の国営企業 ペ

インフラ・プラントビジネスの海外市場開拓支援事業
平成２２年度実施事業例

トト 開催開催
国内セミナー・
マッチング

ベトナム・インフラシステム投資セミナー及び個別ビジネスマッチング・・・ベトナム最大の国営企業・ペ
トロベトナムからの依頼により、大規模セミナー、セクター別セミナーを開催。また、日本企業とのマッ
チング機会を提供。（実施済み）
日シンガポール合同セミナー・・・インド等の新興国において日星企業の協力によるインフラ関連ビジ
ネス発掘のため、セミナーやマッチングを開催。（予定）

Ⅲ．調査・調査・
情報発信情報発信

海外調査

海外インフラマップ作成・・・海外インフラ関連産業の情報提供のため、12事務所（16ヵ国）を対象にプ
ロジェクト情報、インフラ関連企業情報等の調査を実施。（予定）
インド都市開発実態調査・・・インド各都市で都市開発調査を実施。（予定）
インフラプロジェクト・ファイナンス実態調査・・・インド企業のプロジェクトファイナンスを分析しつつ、イ
ンドの金融市場、外為規制、調達ルート別などについて調査を実施。（予定）
欧州競合企業調査・・・水ビジネス、鉄道において欧州の競合企業の競争力の実態を調査。（予定）

Ⅳ．現地現地
サポートサポート

専門家リテイ
ン

チリ地デジコーディネーターリテイン・・・ジェトロ・サンティアゴ事務所が地デジ専門家をリテイン。
現地で日本方式普及活動や、情報収集等のサポートを実施。（実施中）

Ⅴ．展示展示 展示会出展 Inno Trans2010サイトセミナー出展・・・ベルリンで開かれる国際鉄道技術見本市のジャパンブース内
で、日本の鉄道技術をアピールするサイトセミナーを開催。併せて商談ブースも設置。（予定）
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ジェトロの活用事例（１）

輸出有望案件支援事業・見本市出展支援事業

～デザインと機能の豊富さで輸出を実現～

＜支援企業（岡山県）＞
・マスキングテープ（MT）の製造・販売
＜ジェトロによる支援＞

「メゾン オブジ 出展（広報ブ ス）・09.01「メゾン・エ・オブジェ2009」出展（広報ブース）
・09.03輸出有望案件支援事業に採択
・10.01「メゾン・エ・オブジェ2010」出展
・輸出有望案件発掘専門家と同社を訪問し、
展示会出展準備から具体的支援、アドバイスの実施
＜成果＞
・初回出展で世界各国のバイヤーやメディアが注目
・欧州、豪州、米国、アジアの各国に輸出開始
・取引拡大に伴い英語・仏語のできる人材を採用

２１



ジェトロの活用事例（２）
貿易投資相談・見本市出展支援

～日本の健康食品海苔を世界に ～

＜支援企業＞ 丸徳海苔株式会社

・広島県で海苔製品を製造・販売。
・地元産のわさびや塩、牡蠣の煮汁等を使った特徴ある商品を

積極的に海外へ輸出。
＜ジェトロによる支援＞
・06年FOODEX「日本食品輸出促進コーナー」への出展支援・06年FOODEX「日本食品輸出促進コ ナ 」への出展支援
・09年ジェトロ広島主催「EU食品市場開拓 セミナー・輸出商談会」
・09年「FOOD TAIPEI」のジャパンブース 出展支援
・09年ジェトロ大阪主催「香港・中国華南 食品輸出商談ミッション」
・10年ジェトロ東京主催「アグリフード 商談会」
・10年ジェトロ鳥取主催「農産物・食品 輸出大商談会」
＜成果＞
・神戸輸出専門商社経由で「わさびのり」のフランス向け輸出実現。
・台北の日本食品輸入業者との商談が成立。直接輸出が実現。
・ロンドン大手日本食スーパーとの商談成立。英国輸出が実現。
・東京の食品輸出専門商社との間で、米国NY向け輸出商談を継続中。

２２



より詳しい情報が必要な方は

ジェトロ本部（東京）
電話番号（総合案内）： 03‐3582‐5511
ホームページ：

http://www jetro go jp/indexj htmlhttp://www.jetro.go.jp/indexj.html

ジェトロの国別・地域別情報（無料）

ホームページ：

http://www.jetro.go.jp/world
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