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中国地域中小企業海外展開支援会議



中小企業海外展開支援会議中小企業海外展開支援会議

各地域中小企業海外展開支援会議

主要支援機関

日本貿易振興機構（日本貿易振興機構（JETROJETRO））

中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構

商工組合中央金庫商工組合中央金庫

日本政策金融公庫日本政策金融公庫

中小企業海外展開支援
北海道会議

中国地域中小企業
海外展開支援会議

―― ―
―― ―
―― ―
―― ―

―― ―
―― ―
―― ―
―― ―

各省庁

経済産業省経済産業省

北海道経済産業局

東北経済産業局

関東経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

• 中小企業の海外展開を支援するため、主要支援機関及び各省庁と連携し、中小企業海外展開支援会議を設置、市町村等の関係機関(延べ4,300回の訪問）と約5,000社
の中小企業からのヒアリングにより把握したニーズを基に、中小企業の海外展開に向けた総合的な取組として、平成23年6月23日の中小企業海外展開支援会議で、「情
報収集・提供」、「マーケティング」、「人材の育成・確保」、「資金調達」、「貿易投資環境の改善」を柱とした「中小企業海外展開支援大綱」を策定し、中小企業の海外展開
を推進している。（第1回は平成22年10月5日開催、第2回は平成23年2月2日開催、第3回は平成23年6月23日開催、第4回は平成24年3月9日開催予定）

中小企業の海外展開支援体制（全国）中小企業の海外展開支援体制（全国）

国際協力機構（国際協力機構（JICA)JICA)参加
予定

日本貿易保険（日本貿易保険（NEXINEXI））

日本商工会議所日本商工会議所

全国商工会連合会全国商工会連合会

全国中小企業団体中央会全国中小企業団体中央会

東京中小企業投資育成株式会社東京中小企業投資育成株式会社

東北地域
貿易促進協議会

広域関東圏中小企業
海外展開支援本部

沖縄中小企業
海外展開支援本部

展

九州地域中小企業
海外展開支援会議

近畿地域中小企業
海外展開支援会議

中部海外展開支援・
国内投資促進会議四国地域中小企業

海外展開支援会議
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―― ―
―― ―
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―― ―
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―― ―
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外部省外部省

農林水産省農林水産省

金融庁金融庁

四国経済産業局

九州経済産業局

内閣府沖縄総合事務局

11 情報収集・提供情報収集・提供 � 必要な情報をきめ細かく提供、支援記録の共有による一貫支援

22 マーケティングマーケティング � 商品開発、海外展示会への出展、インターネット活用による支援

33 人材の育成・確保人材の育成・確保 � 海外展開に対応できる人材の育成・確保に関する支援

44 資金調達資金調達 � 金融面の相談体制の充実、資金調達の円滑化

55 貿易投資環境の改善貿易投資環境の改善 � 海外拠点設立情報の提供、税務・労務・知財等の支援

中小企業中小企業
海外展開支援海外展開支援

大綱大綱

2



地域における中核組織地域における中核組織
～窓口のワンストップ化～

鳥取、松江、岡山、広島、山口

情報共有

中国地域中小企業海外展開支援会議

中国経済局

中国財務局、中国四国農政局、中国経済産業局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、広島市、岡山市

中国経済連合会、中国地域ニュービジネス協議会
鳥取県産業振興機構、しまね産業振興財団、
岡山県産業振興財団、ひろしま産業振興機構、

国の機関

地方自治体

• 中国地域では、「中国地域中小企業海外展開支援会議」が中心となって、行動計画の策定、中小企業への海外展開支援を実施している。（第1回は平成22年10月28
日開催、第2回は平成23年2月4日開催、第3回は平成23年6月29日開催、第4回は平成24年3月1日開催）

中小企業の海外展開支援体制（中国地域）中小企業の海外展開支援体制（中国地域）

中国財務局
中国四国農政局

中国支部

中国経済局
推進会議やまぐち産業振興財団

鳥取県商工会議所連合会、島根県商工会議所連合会、
岡山県商工会議所連合会、広島県商工会議所連合会、
山口県商工会議所連合会
中小企業基盤整備機構中国支部
日本貿易振興機構各県貿易情報センター
（鳥取、松江、岡山、広島、山口）
国際協力機構中国国際センター
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫広島支店、
日本貿易保険大阪支店
鳥取銀行、山陰合同銀行、中国銀行、広島銀行、山口銀行
トマト銀行、もみじ銀行、広島信用金庫

支援機関

地方自治体地方自治体
各県産業各県産業
振興財団振興財団

商工会議所商工会議所
／商工会／商工会

中小企業団体中小企業団体
中央会中央会

地域の地域の
金融機関金融機関

地域クラスター地域クラスター
推進機関推進機関

支援方法等について相談
情報共有

中国地域中小企業海外展開支援会議のＷＧ中国地域中小企業海外展開支援会議のＷＧ

• 第３回中国地域中小企業海外展開支援会議において、「海外展開支援人材育成WG」、 「海外販路開拓WG」、 「情報提供WG」 の３つのワーキンググル
ープを設置している。

• 「海外展開支援人材育成WG」 及び「海外販路開拓WG」 （第1回は平成23年7月26日開催、第2回は平成23年9月28日開催）
• 「情報提供WG」（第１回は平成24年3月1日開催） 3



1. 新たに海外展開の取組について、相談・意見交換を行う中小企業数 694社 （557社）
2. 中小企業の海外展開に係る説明会・セミナー・講演会などの開催回数 64回 （128 回）

� 国際ビジネス定期相談会
の実施など

3. 海外展開のためのセミナーなどに参加する中小企業数 2,981社 （3,450 社）� 個別に開催する各種セミナーなど

4. 商談会などにおいて海外企業と具体的に商談を行う中小企業数及び、その中小企業が行う商談件数 811社（300社）/ 2,386件（1,729件）

5. 海外企業との成約率 10 % （13.8 % ）� 海外バイヤー招へい事業や海外商談会など

23年度行動計画（関係機関ごとの達成目標の積み上げ）

6 海外への直接投資件数 12 （60 ）

• 「中国地域中小企業海外展開行動計画」で定められている平成23年度の行動計画は以下の通り。

中国地域中小企業海外展開行動計画（平成２３年度）中国地域中小企業海外展開行動計画（平成２３年度）

（ ）は平成23年12月の中間計数

6. 海外への直接投資件数 12件 （60 件）
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中期的行動計画

中国地域独自の取組み

平成25年度の新たに海外展開に取り組む中小企業数を、平成23年度の1.2倍を目指す。
海外企業との商談件数に対する成約率10%を目指す。

• Webサイト・ダイレクトメールでのタイムリーな情報共有
• 支援メニューについてガイドブック作成○ワンストップ相談窓口機能の強化

○海外ビジネス支援拠点の拡充

○海外展開支援人材の育成

○新たな北東アジアゲートウェーの活用

○具体的なプロジェクトの実施

• 海外ビジネス支援拠点の増加（2拠点）
• 拠点間連携による相談・情報提供機能の強化

• 各県で支援人材育成の為のセミナー開催

• 山陰流通トリニティ－センター

• ミッション派遣、国際見本市出展、商談会などの実施

• 「中国地域中小企業海外展開行動計画」では併せて、平成25年度を目途とした中期的行動計画と、中国地域独自の取組みが定められている。
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○ワンストップ相談窓口機能の強化

②中国地域中小企業海外展開支援会議の参加機関等が実施している施策を一覧にまとめた

「中国地域海外展開支援施策ガイド２０１２（仮称）」を作成
情報提供

WG

本ガイドのとりまとめ
は・・・

①ワンストップ相談窓口へのナビダイヤル ０５７０－０７３－６００ （平日9:00～17:45）の設置

ご利用の手引きご利用の手引き

・施策一覧表で、皆様のニーズに応じた支援施策を探すことができます。

・上段には、支援対象となる地域およびニーズ項目が並んでいます。該当する項目に●のついている施策
をご覧ください。
・○印については、次に注意してください。
支援対象地域：全地域対象となる場合 地域区分についても○を付しています。
利用料無料：無料サービスが限定的な場合、○を付しています。
・巻末には、機関別の索引も掲載しています。

使い方

施策一覧表 ニーズ項目 費用の有無

5

施策 覧表 ニ ズ項目 費用の有無

施策番号

支援施策名 実施機関名 支援できる地域

目的別 目次

①海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集） ・・・・・・・・・・・P.1
②海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス） ・・・・・・・・・・・P.4
③マッチングイベントに参加したい（展示会・商談会） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7
④海外取引に関するセミナー・研修に参加したい（セミナー研修会）・・・・・・P.11
⑤海外展開に向け資金を調達したい（資金調達）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
⑥補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
⑦海外でのサポートを受けたい（海外サポート）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.24
⑧その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.27



④≪中国経済産業局≫週１回程度、商談会、セミナーなどの情報をメール発信（約300企業等が登録／ 2/21現在で37回発信）

ホームページでの最新の情報提供

⑤≪ （独）中小企業基盤整備機構中国支部≫ 経営支援部経営支援課に国際化支援室を設置（平成２４年１月１日付け）

また、昨年４月より海外販路開拓支援プロジェクトマネージャーを配置

食品の海外販路開拓セミナー＆個別相談会食品の海外販路開拓セミナー＆個別相談会

～世界の日本食へ流通からの視点～～世界の日本食へ流通からの視点～

近年、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国等における経済発展に伴う富裕層の増加
等により、高品質な日本食材の輸出拡大のチャンスが増大しています。一方、地域の中小企業にと
っては、それら世界の市場までいかに商品を運ぶかが大きな課題となっています。

そこで、本セミナーでは、流通からの視点として、世界における日本食の現状及び震災後の食品
輸出について紹介するとともに、国内専門商社の役割についてご紹介いたします。また、講演終了
後には、講師のお二人に加えて、ジェトロ広島の塩田アドバイザーとの個別相談会を実施致します。

国内専門商社等を通じた海外販路開拓をお考えの皆様、ぜひご参加ください。

③≪海外展開支援会議≫関係支援機関と中核組織（局、中小機構、ジェトロ）が一緒に海外展開に取り組む企業を訪問し、

企業ニーズに合った支援策等を説明し、今後の展開を意見交換（ 28企業を訪問）
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クリック！

日 時 ： 2012年2月24日（金） 13：30～17：00 （受付開始 13:00）

プ ロ グ ラ

ム ：

（１）セミナー
・13:40～14:40
北米、ＥＵ、アジアの日本食の現状及び震災後の食品輸出について
クラウン貿易株式会社 取締役営業本部長 角森基樹 氏
・14:50～15:50
香港・台湾などへの食品輸出の取組について
トウショク株式会社 専務取締役 五殿裕勝 氏
（２）個別相談会
・16:00～17:00 （クラウン貿易㈱、トウショク㈱、ジェトロ広島）

会 場 ： ＫＫＲホテル広島（広島県広島市中区東白島町１９－６５） １階 孔雀（小）

主 催 ： 中国経済産業局、日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター

協

力 ：

Agri and Food Export Frontier, Hiroshima

参 加 費 ： 無料

定 員 ： 50名（先着順）

※定員を超過した場合のみご連絡します。

申込方法： 2012年2月22日（水）までに、

申込書をジェトロ広島(FAX：082-228-2596)宛てFAXにてお送りください。

問合せ先： 中国経済産業局産業部産業振興課（国際担当）（担当：河裾（カワスソ）） TEL：082-

224-5659

ジェトロ広島 （担当：日谷、酒井） TEL：082-228-2563



○海外ビジネス支援拠点の拡充○海外ビジネス支援拠点の拡充

■
★

★

★

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

★

■
■

■
■

■

台北

ウラジオストック

▲

▲ 釜山

▲
重慶

★
▲

▲
■

●・・・ジェトロ海外事務所
★・・・中国管内の自治体（中国５県+政令市）の海外事務所

（鳥取県・島根県：ウラジオストックビジネスサポートセンター
岡山県：上海、大連、バンコク※、ジャカルタ※、ハノイ） ※２０１１．８．１開設

▲・・・中国管内の支援団体の海外拠点
（鳥取産業振興機構：上海
ひろしま産業振興機構：上海事務所、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・大連・重慶・台北・ﾊﾉｲ・ﾎｰﾁﾐﾝ・ﾊﾞﾝｺｸ・ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ・ﾆｭｰﾖｰｸ・ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ・ﾓｽｸﾜ）

■・・・中国管内の主要金融機関の海外拠点
（山陰合同銀行：上海・大連駐在員事務所、ニューヨーク駐在員事務所
中国銀行：香港支店、上海・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ駐在員事務所、ニューヨーク駐在員事務所
広島銀行：上海・バンコック駐在員事務所
山口銀行：青島支店、大連支店、釜山支店、香港駐在員事務所）
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海外展開を目指す中小企業群を育てるため、支援機関を対象にした研修を実施

【第１回】 平成２３年１１月研修では、国際貿易の基礎知識及び海外展開における知財リスク研修及び、支援施策について紹介

【第２回】 平成２４年１月研修では、以下の研修プログラムを実施

○海外展開支援人材の育成○海外展開支援人材の育成

海外展開
支援人材
育成ＷＧ

本研修の企画は・・・

8

このほか当局特許室では
知財ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ2011
（主催：中国地域知的財
産戦略本部、当局）として

アジアに進出する企業の
実務面のニーズに合わ
せた外国出願対策・模倣
品対策に関する研究会
（少人数ゼミ形式全５回）
を実施

１１月研修の風景



中小企業支援ネットワーク強化事業の支援機関向け研修
（研修で見つける海外展開支援のヒント） 開催報告 平成23年12月5日

中国経済産業局参事官（国際担当）

【鳥取県】平成２３年１１月２４日（木）13:30～17:00 at米子コンベンションセンター
【島根県】平成２３年１１月２５日（金）13:30～17:00 at松江テルサ
【岡山県】平成２３年１１月２９日（火）13:30～17:00 atメルパルク岡山
【広島県】平成２３年１１月３０日（水）13:30～17:00 at八丁堀シャンテ
【山口県】平成２３年１２月 １日（木）13:30～17:00 at海峡メッセ
プログラム
第一部
①国際貿易の商習慣と貿易の基礎知識
（独）中小機構基盤整備機構 シニアマネージャー 太田光雄氏

②海外ビジネスにおける知財活用とリスク
（独）工業所有権情報・研修館 海外知的財産プロデューサー 入川理徳氏(11/24,25)

海外知的財産プロデューサー 茂木裕之氏(11/29.30.12/1)

会場の様子①

●海外展開を目指す中小企業群を育てるため、支援機関を対象に、企業が海外に進出する際に必要な国際貿易
の基礎知識及び海外展開における知財リスクについて講演を行った。また、併せて企業が活用できる支援施策を中
国経済産業局、ジェトロ各県貿易情報センター、中小機構中国支部から紹介を行った。

★５県の研修参加者は１２３名、

アンケート結果では、①国際貿易の商習慣と貿易の基礎知識、②海外ビジネスにおける知財活用とリスク、③支
援メニュー紹介、のいずれも、９割以上の受講者が役に立ったと回答した。

第二部
③経済産業省関連の支援施策の紹介
④ジェトロの支援施策の紹介
⑤中小機構の支援施策の紹介

会場の様子②

41%
51%

7% 1%
①国際貿易の商習慣と貿易の基礎知識

非常役に立った

役に立った

あまり役に立たなかっ

た

役に立たなかった

39%

56%

4% 1%

②海外ビジネスにおける知財活用とリスク

20%

71%

9%

0%

③支援メニュー紹介
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中小企業支援ネットワーク強化事業の支援機関向け研修
（事例に学ぶ海外展開支援） 開催報告

【鳥取県】平成２４年１月３１日（火）13:30～17:20 atホテルハーベストイン米子
【島根県】平成２４年２月 １日（水）13:30～17:20 atくにびきメッセ
【岡山県】平成２４年１月２５日（水）13:30～17:20 atメルパルク岡山
【広島県】平成２４年１月２６日（木）13:30～17:20 at広島国際会議場
【山口県】平成２４年１月２７日（金）13:30～17:20 at海峡メッセ
プログラム
①海外展開の成功事例
「食」を通じての海外展開について ミナミ産業㈱ 代表取締役社長 南川勤氏【鳥取、島根会場】
香港・シンガポールの「食」の海外展開事例 大山食品(株) 代表取締役 大山憲一郎氏【山口会場】
ベトナムの現状と進出 ソルテック工業㈱ 代表取締役社長 薛章彦氏【岡山、広島会場】

②地域産品等 海外進出の具体的事例
東アジアへの食品輸出の現状と市場 福岡農産物通商㈱ 代表取締役 坂井紳一郎氏【鳥取、島根、岡山会場】
中国での物産展開 上海超頂貿易有限公司 総経理 高野英明氏【広島、山口会場】

③海外展開の失敗事例

会場の様子

●海外展開を目指す中小企業群を育てるため、支援機関を対象に、海外展開に成功した事例、失敗した事例等につ
いて、海外展開を行っている中小企業、専門・総合商社や専門家等から紹介を行った。

★５県の研修参加者は１１５名、アンケート結果では、いずれも、８割以上の受講者が役に立ったと回答した。また、特に中国から講師を招聘した海外進出の具体
的事例紹介は４割以上が大変役に立ったと回答しており、現地の生の情報について支援機関のニーズが高かった。

③海外展開の失敗事例
貿易保険の代金回収事例 （独）日本貿易保険 営業グループ グループ長 服部義一郎氏【岡山会場】
トラブル事例 （独）中小企業基盤整備機構中国支部 海外販路開拓ＰＭ 新田幹夫氏【広島、山口会場】
貿易の代表的なトラブル事例と回避策 ジェトロ広島 貿易アドバイザー 塩田靖浩氏【鳥取、島根会場】

④海外進出支援の事例
支援機関による海外展開支援の取組 大阪商工会議所 国際部 藤田法子氏、長尾健太郎氏、田中雅俊氏【鳥取、島根、山口会場】
東南アジアの工業団地における進出企業へのサポート事例 住友商事㈱ 海外工業団地部第二チーム部長付 保坂靖浩氏【岡山、広島会場】

上海超頂貿易有限公司 高野総経理
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○新たな北東アジアゲートウェーの活用○新たな北東アジアゲートウェーの活用

○山陰流通トリニティーセンターの設立
（１） 施設名称

山陰流通トリニティーセンター （鳥取県米子市河崎3303－1）
※ トリニティー（三位一体）とは、情報・物流・金融を一体的に機能させること及び利用企業・地域・運営事業者の3 者による連携の意味を込めています。

（２） 業務内容
境港を北東アジアゲートウエーとしてさらに活用するため、 流通サービス（受発注・物流・決済）の機能を境港に付加することにより、国際流通間における
発注者と受注者をつなぐ総合流通基盤の展開 （ヤマトパッキングサービス(株）が設置）

（４） 主要機能（提供サービス）
特殊梱包サービス、小口混載機能荷受・開梱・移し替え・出荷機能、貨物買取代行・決済サービス、保税蔵置業務

（５） 規模
倉庫面積83.9ｍ×21.4ｍ（1,795 ㎡）

（６） 従業員
初年度6 人体制

（７） 操業開始
平成24 年1 月13日

（８） 鳥取県境港輸出入拠点化支援事業補助金（５千万円）を活用

11
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海外展示会及び国際展示会への出展を事前準備段階から支援海外展示会及び国際展示会への出展を事前準備段階から支援

� 平成２３年度

≪セミナー≫
平成２３年１２月１３日（火）米子ワシントンホテルにおいて、「タイ海外ビジネスセミナー」を開催
（主催：中国経産局、鳥取県、鳥取県産業振興機構、中小機構） 企業経営者など７０名弱の参加

平成２４年３月１２日（月）広島県立総合体育館 中会議室において、「管理者等講習会（中小企業海外展開セミナー）」
（主催：広島県中小企業団体中央会）において企業組合（５７６組合及び組合員企業）を対象として支援施策を説明

≪ミッション派遣≫
平成２４年２月１４日（火）～１８日（土）、経済訪泰団を派遣 （企業及び関係機関合わせて３０名）
（主催：（財）鳥取県産業振興機構、協力：中国経産局、中小機構中国支部、ジェトロ鳥取）
タイ工業省、進出日系企業、現地企業等の訪問し、タイの経済状況等について意見交換・情報収集

○プロジェクトの実施事例○プロジェクトの実施事例 （当局・中小機構が主催又は協力した２３年１２月以降の事業（当局・中小機構が主催又は協力した２３年１２月以降の事業）

≪国際展示会≫
平成２４年３月６日（火）～９日（金）幕張メッセにおいて開催される「FOODEX JAPAN２０１２」（国際食品・飲料展）における中小機構の海外展開
ブースに中国地域から７社が参加（中小機構が出展費用の2/3を負担）

（参考）
� 平成２４年度

≪セミナー≫
タイへの販路開拓をめざしたセミナーを中国地域の３カ所程度で開催し、今後のタイ研究会立ち上げに向けたニーズ把握を行う

≪ミッション受入≫
中国地域の産業クラスター企業等との交流を目的としたタイからのミッション受入を検討する

≪国際展示会≫
中小機構海外展示会出展サポート事業を活用して「タイMETALEX２０１２」など海外展示会への中国地域企業の出展を支援する
「FOODEX JAPAN２０１３」など国内で行われる国際展示会の中国地域企業の出展を引き続き支援する

本事業は・・・

海外販路
開拓ＷＧ
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� 平成２３年度

≪個別商談会（海外バイヤー招へい）≫
・平成２４年１月２３日（月）～２６日（木）、米国・英国デニムバイヤー５名を招へいして「欧米デニムバイヤー商談会」
（主催：井笠地域地場産業振興センター、倉敷ファッションセンター、ジェトロ岡山・広島等）を開催、中国地域のデニム生地
メーカー９社を訪問し、商談を実施

・平成２４年２月１７日（金）９：００～１７：００、リーガロイヤルホテル広島において、米国と中国のバイヤー５名を招へいして
「食品輸出商談会in広島2012」（主催：ジェトロ広島）を開催し、中国地域の企業１５社が商談を実施

・平成２４年３月１２日（月）米子全日空ホテルにおいて、米国・カナダ・英国・韓国・台湾等のバイヤー１４名を招へいして
「食品輸出商談会in山陰（米子）」（主催：ジェトロ５県、（財）鳥取県産業振興機構）を開催し、中国地域の企業４０社が商談を実施

≪セミナー＆個別相談会≫

○プロジェクトの実施事例○プロジェクトの実施事例 （当局・ジェトロが主催又は協力した２４年１月以降の事業）（当局・ジェトロが主催又は協力した２４年１月以降の事業）

日本食品等の海外販路を開拓するため、ビジネスマッチング機会を創出日本食品等の海外販路を開拓するため、ビジネスマッチング機会を創出

・平成２４年２月２４日（金） ＫＫＲホテル広島において、貿易商社２社を招へいして「食品の海外販路開拓セミナー＆個別相談会」
（主催：中国経産局、ジェトロ広島）を開催し、中国地域の企業等１２社・団体が参加

≪個別商談会（海外での商談会開催）≫
・平成２４年３月１４日（水）、バンコクにおいて、現地バイヤーとの「タイ食品販路開拓商談会」（主催：中国経産局、ジェトロ広島）を開催し、
中国地域の企業など６社が商談を実施

≪ジェトロ・アジア・キャラバン事業≫
・日本の中小企業約１００社（中国地域の企業は２社）の雑貨、日用品、化粧品等の中国市場開拓を支援する目的で平成２３年７月から
平成２４年１月まで実施（上海常設ショールーム、中国４都市で商談会、タオバオでインターネット販売）

（参考）
� 平成２４年度

≪個別商談会など≫
海外商談会への支援や海外バイヤーの招へい等により、ビジネスマッチング機会を数多く提供するとともに、海外市場情報の提供や海外企業
との個別マッチング支援など、中小企業のニーズに即した海外展開支援を引き続き力強く実施
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平成平成1616年度年度
・松江商工会議所（島根県）【松江・和菓子モダン・プロジェクト】
・熊野町商工会（広島県）【「ＦＵＤＥ」世界的ブームの創出】
・萩商工会議所（山口県）【竹が創る21世紀「竹 meets フィンランドデザイン」】

平成平成2020年度年度
■ブランド確立支援事業1年目
・東広島商工会議所（広島県）【西条酒ＪＡＰＡＮブランド確立事業】
◆ブランド確立支援事業2年目
・鳥取県商工会連合会（鳥取県）【ＩＮＡＢＡブランド新市場開拓プロジェクト】
★先進的ブランド展開支援事業
・松江商工会議所（島根県）【ＮＥＷ松江菓子プロジェクト】
・府中商工会議所（広島県） 【府中家具（Fuchu Furniture）のブランド・拠点構築事業】

平成平成1717年度年度
・岡山県商工会連合会（岡山県）【『晴れの国おかやま』から生まれるセレブリ
ティに向けた『デザイナーズギフト』ブランドの育成】
・府中商工会議所（広島県）【ＦＵＴＯＮ‐ＳＴＹＬＥによる府中家具のブランド構築
事業 （ベッドルームのトータル化事業）】

平成平成1818年度年度
●戦略策定支援事業
・鳥取県商工会連合会（鳥取県）【インテリア】
・新市商工会（広島県） 【ヨーロピアンデザインによる生活・インテリアグッズの
開発】
◆ブランド確立支援事業2年目

平成平成2121年度年度
●戦略策定支援事業
・広島商工会議所（広島県） 【世界へ進出 "NUIBALI"エルゴノミクス プロジェクト】
◆ブランド確立支援事業2年目
・東広島商工会議所（広島県）【西条酒ＪＡＰＡＮブランド確立事業】
▲ブランド確立支援事業3年目
・鳥取県商工会連合会（鳥取県）【ＩＮＡＢＡ（因幡）ブランド確立プロジェクト】

○プロジェクトの実施事例○プロジェクトの実施事例

中国管内「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」採択プロジェクト一覧 （実施件数３２件）
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◆ ラ 確 支援事業 年目
・松江商工会議所（島根県）【NEW 松江菓子海外市場開拓プロジェクト】
・府中商工会議所（広島県）【ＦＵＴＯＮ‐ＳＴＹＬＥによる府中家具のブランド構築
事業 （ベッドルームのトータル化事業）】
・熊野町商工会（広島県）【「FU‐DE」世界的ブームの創出。みんなで描こう！世
界のスマイルフェース】

平成平成1919年度年度
●戦略策定支援事業
・東広島商工会議所（広島県）【西条酒ＪＡＰＡＮブランド育成事業】
■ブランド確立支援事業1年目
・鳥取県商工会連合会（鳥取県） 【ＩＮＡＢＡ（因幡）ブランド新商品開発プロジェク
ト】
▲ブランド確立支援事業3年目
・松江商工会議所（島根県）【ＮＥＷ松江菓子海外市場開拓プロジェクト】
・府中商工会議所（広島県）【FUTON‐STYLE 府中家具のブランド構築事業
（ベッドルームのトータル化事業）】
・熊野町商工会（広島県） 【「FU‐DE」世界的ブームの創出・FU‐DEで日本の
四季の彩を世界に！】

平成平成2222年度年度
●戦略策定支援事業
・府中家具工業協同組合（広島県） 【ヨーロッパ市場進出のためのマーケティング戦略策定】
・鳥取県漬物協会（鳥取県） 【日本スタイルの美人ピクルスでヘルシーライフを世界に！】
・長門商工会議所（山口県） 【JAPANブランド「長州あげ」普及促進プロジェクト】
■ブランド確立支援事業１年目
・広島商工会議所（広島県） 【世界へ進出 "NUIBALI"エルゴノミクス プロジェクト】

平成平成2323年度年度
●戦略策定支援事業
・トットリプロダクツ協議会（鳥取県） 【鳥取の地域資源である「鳥取の材」「鳥取の技」「鳥取の
デザイン」の活用をした世界に通じるプロダクツ製品の開発とジャパンブランドの構築】
・福山商工会議所（広島県） 【「日本最古のリキュール＆健康酒である保命酒と関連商品を世
界ブランドに」】
・神辺町商工会（広島県）【ドバイへの進出シルクロードを金襴で結ぶ 「HIROSHIMA‐

ORIMONO（広島織物）プロジェクト」】
・山口県中小企業団体中央会（山口県） 【日本の伝統文化を加味した「萩焼海外展開プロジェ
クト」】
■ブランド確立支援事業1年目
・府中家具工業協同組合（広島県）【ヨーロッパ進出に向けた府中家具ブランド構築事業】
・長門商工会議所（山口県） 【ＪＡＰＡＮブランド「長州あげ」普及推進プロジェクト】 14



ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

○複数の中小企業が協働し、自らが持つ素材や技術等の強み・弱みを踏まえた戦略を
策定し、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本市への出展等のプロジェク
トを支援することにより、中小企業の海外販路開拓の実現を図ります。

○戦略策定段階への支援
自らの強み・弱みを分析し、明確なブランドコンセプト等と基本戦略を固めるため
専門家の招聘、市場調査、セミナー開催などを行うプロジェクトに対し、１年間に
限り支援（補助上限額 500万円：定額補助）を実施します。

○海外市場開拓段階への支援

具体的な海外販路開拓を行うため 専門家の招聘 新商品開発 展示会出展等のプ具体的な海外販路開拓を行うため、専門家の招聘、新商品開発、展示会出展等のプ
ロジェクトに対し、最大３年間の支援（補助上限額 2,000万円：2/3補助）を実施
します。

商工会・商工会議所
組合・NPO等

補助（定額、2/3）

国

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

地域の

技術や

素材

１年目 ２年目 ３年目

海外市場開拓段階海外市場開拓段階戦略策定段階戦略策定段階

●ブランド
コンセプト等と
基本戦略の策

定

●新商品開発

●展示会出展

●専門家の招へい 等

定額補助

（500万円上限）

2/3補助
（各年とも2,000万円上限）

市場開拓へ 個別に事業化

事業イメージ事業イメージ
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■現代自動車、現代モービス（ｳﾙｻﾝ（蔚山）広域市）

現代自動車の最大工場が立地 韓国最大の部品メーカーである現代モー
ビスをはじめ、部品産業が集積

■自動車部品革新センター（APIC, The Automotive
Parts Innovation Center）（ｳﾙｻﾝ（蔚山）広域市）
韓国の自動車部品企業の技術革新、品質改善、起業支援を促進する国・
市による支援機関

■安徽江淮自動車株式会社
（安徽省合肥市）

主な訪問先

中国・韓国の自動車産業分野現地調査①
2011.12.6 - 12.13

中国経済産業局
産学官連携・産業クラスター担当

ダンヤン(丹陽)
◎

17

■東龍日聯丹陽企業管理有限公司
「丹陽日本自動車部品工業園」
（江蘇省丹陽市）

自動車部品を取り扱う日本の中小メーカー
を主な誘致対象 とする工業団地・貸し工場

（安徽省合肥市）

会社の占有面積は460万㎡、従業員は13500人を超
え、生産能力は年間完成車50万台、エンジン20万台。
有力な民族系ﾒｰｶｰで、ﾌﾞﾗｼﾞﾙへの進出を計画するなど
積極的に事業展開

■マツダの中国事業の統括会社（上海市）

中国市場における技術⁄市場動向などを調査、研究

■オートメカニカ上海（上海市）

アジアで最大規模の自動車部品の展示会
■上海交通大学 汽車工程研究院（上海市）

同大学は、国家重点大学であり、清華大学、北京大学に並ぶ中国を代表
する大学。上海市に所在し、江沢民の出身校として有名。ＧＭとの技術共同
研究等を実施している。同研究院の許敏氏（XU Min）は広島大学で工学博
士号を取得後、奇瑞自動車の副社長を経て現職。中国自動車業界のオピニ
オンリーダーとして知られる



調査の眼目 調査の成果

代表 経済産業省 中国経済産業局 参事官（産学官連携・産業ｸﾗｽﾀｰ担当） 大原 晃洋

副代表 （公財）ひろしま産業振興機構 カーエレクトロニクスセンター長 岩城 富士大

（財）岡山県産業振興財団 技術開発支援課長 横田 尚之 ［韓国の行程に参加］

山口大学 経済学部 教授 古川 澄明

九州大学 大学院オートモーティブサイエンス専攻 准教授 目代 武史

東京大学 ものづくり経営研究センター 特任助教 李 澤建

（財）ひろぎん経済研究所 主任研究員 弓場 隆宏

訪問メンバー

中国・韓国の自動車産業分野現地調査②
2011.12.6 - 12.13

中国経済産業局
産学官連携・産業クラスター担当

1. 中国の自動車産業の現況

2. 地域部品サプライヤーの中国進出

3. 中国民族系自動車メーカーの技術開発

4. 中国における自動車部品の開発

5. 韓国の自動車部品中小サプライヤーの
支援策

6. モジュールサプライヤー(現代ﾓｰﾋﾞｽ)の
現状と地域サプライヤーとの協業の可能性

1. 現地関係機関との連携関係の構築
→ ジェトロ上海、浙江省丹陽市

→ 東龍日聯丹陽企業管理有限公司

2. 大学との交流連携促進

→ 上海交通大学

3. 民族系企業との連携
→ 安徽江淮自動車（JAC）

4. 韓国の行政機関による自動車部品中小
サプライヤーの支援策の実態把握

5. モジュールサプライヤー(現代ﾓｰﾋﾞｽ)との
技術交流

＊平成２４年３月２３日に報告会を開催予定（広島市内） 18



H19(2007)FY H20(2008)FY H21(2009)FY H22(2010)FY H23(2011)FY

海外企業
等×中国
地域企業
とのマッチ
ング

ミッション
受入

①ＪＩＣＡ研修
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ

①ＪＩＣＡ研修
ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ

②中東協力センター
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

①ＪＩＣＡ研修

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ、ﾒｷｼｺ

②中東協力センター
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ＵＡＥ企業

③ＵＮＩＤＯ 駐日大使館

①ＵＮＩＤＯ
駐日大使館（8月5日）
②ＪＥＴＲＯ北京
清華大学ミッション

①中東協力センター
（3月1日ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ、ｵﾏｰﾝ）

中国地域における水ビジネスの取組み中国地域における水ビジネスの取組み

▽世界的な水不足や新興諸国の急速な経済成長、工業化の進展を背景に水需要の高まりが見られ、産業競争力懇談会によれば、2025
年の水ビジネスの市場規模は、部材で1兆円、プラント建設までで10兆円、事業運営・管理業務まで含めると１００兆円と予測されている。
▽この市場に対し、日本の大手企業は膜処理技術などの強みを発揮し、プラント建設までは実績を伸ばしつつあるものの、事業運営・管
理業務まで含めると、ヴェオリア、スエズなどの欧州の水メジャーが世界を席巻している状況にあり、中東、アジア等の新興市場へも、ビ
ジネスを拡大しているところである。
▽日本の中小企業がこのビジネスに食い込むチャンスとしては、①大企業に技術供与、②独自技術でニッチ市場を開拓、③海外進出の
日系企業をターゲット、④コンソーシアムを創成し海外の市場を開拓 することが考えられる。

１．水ビジネス１．水ビジネス

２．中国地域の取組みと動き（※当局把握分のみ）２．中国地域の取組みと動き（※当局把握分のみ）

中国経済産業局 環境・リサイクル課

ミッション
派遣等

②中華人民共和国北京､上海

③タイ王国バンコク

③中華人民共和国上海

④フィリピンマニラ
④中華人民共和国
江蘇省宿遷市

②ﾍﾞﾄﾅﾑFS（2月6‐10日）
③AOTSﾍﾞﾄﾅﾑﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾐﾅｰ（2月17日）

海外に展開している国
内企業×中国地域企
業とのマッチング

③日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
（2月16日）

④水ing（1月23日）、A社（1月26日）、
Ｂ社（1月26日）、
神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ（1月31日）
Ｃ社（2月2日）

調査事業 ④海外ニーズを踏まえた水
質浄化分野の技術開発調査
(NOVA）
閉鎖性水域調査（産公防）

⑤水環境修復技術国内外
展開方策調査（産公防）

⑤中国地域おける水処理
技術中小企業の海外展開
支援方策調査（NOVA）

④アジア地域等における海外
水ビジネスニーズ調査（庁費）

⑤中国地域水循環企業の海外展開にお
ける企業連携調査（産公防）

展示会・
実証事業

H20環境技術実証
海洋建設

H20～21環境技術実証
五洋建設、海洋建設他

APEC横浜JETRO環境ｿﾞｰﾝ
ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ

H22環境技術実証
ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｴｺﾏﾃ

H23～25岡山県実証実験
ﾅｶｼﾏﾌﾟﾛﾍﾟﾗ

施策活用 H19新連携（永和国土環境、
協和機設）

H20農商工連携（海洋建
設）

その他
（事業進
展等）

・松江土建、伊藤忠と提携
・永和国土環境、上海進出

・松江土建、水中型気液溶
解装置が灰塚ダムに採用

・松江土建、水中型気液溶
解装置が島地川ダム他に

・江蘇省宿遷市宿豫区と協
力合意

・中国地域水ビジネス推進協議
会発足


