
３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）
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３－② 海外展示会出展サポート HP:http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html

☆ 一部有料

問い合わせ先 ：（独）中小企業基盤整備機構中国本部経営支援部国際化支援室
TEL：０８２－５０２－６５５５

支援内容：海外見本市等の展示会への出展に意欲的に取り組む中小企業を募集し、支援する事業で
す。具体的には、展示会の準備段階から海外現地の出展、さらには、出展後の国内でのフォローまでを
一貫して、総合的に支援いたします。
（１）海外展示会出展前 ~ 国内での準備支援
●海外展示会への効果的な出展をしてもらうため展示会出展前の国内において、専門家によるアドバ
イス・情報提供、実務支援（翻訳など）、海外販路開拓研修の実施などの支援を行います。
（２）海外展示会出展時~現地支援
●海外で開催される展示会において、中小機構支援スタッフ（専門家、通訳等）が現地でアドバイス・情
報提供などの支援を行います。
（３）海外展示会出展後 ~ 契約に向けたフォローアップ
●展示会出展後は、国内において、展示会出展の成果をより確実に上げることができるようにフォロー
アップ支援を行います。

３－③ 海外商談会開催 HP:http://www.tottori-kaigai.com

☆ 無料（渡航費・宿泊費等は参加者負担）

問い合わせ先 （公財）鳥取県産業振興機構
とっとり国際ビジネスセンター
TEL：０８５９－３０－３１６１
FAX：０８５９－３０－３１６２

支援内容：国内外における商談会の開催や見本市への出展を行い、準備からフォローまで一貫して行う
ことで、効果の高いPR、効率的な商談を実施する。
【実施場所と内容（予定）】シンガポールでの食品見本市、中国吉林投資貿易博覧会、韓国ソウル商談会、
ロシア食品見本市、国内食品輸出商談会

３－① 商談会

☆ 無料

支援対象者：中小企業【製造業：対象分野；機械・部品、環境・エネルギー、農林水産品・食品、デザイン・
伝統産品、日用品、ファッション（繊維・アパレル）、コンテンツ（映画・映像・ゲーム・アニメ）】

支援内容：世界各国から有力バイヤーを招へいして国内で商談会を開催します。通常の海外バイヤーと
の商談で必要な出張等にかかる時間やコストが不要です。商談直前までの国内の関係者と相談して準備
ができるなどのメリットがあります。
【詳細情報】http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 最寄りの国内貿易情報センター
※巻末の連絡先を参照ください。

HP:http://www.jetro.go.jp
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３－④ ものづくり系企業海外支援事業 HP:http://www.tottori-kaigai.com

☆ 無料（渡航費・宿泊費等は参加者負担）

問い合わせ先 （公財）鳥取県産業振興機構
とっとり国際ビジネスセンター
TEL：０８５９－３０－３１６１
FAX：０８５９－３０－３１６２

支援内容：中国５県の機構合同でものづくり産業分野での中国上海商談会への出展を支援する。

【時期】未定

３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑤ 日系ものづくり企業現地商談会の開催

☆ 参加費は無料

支援対象者：岡山県内に本社または主な事業所を有する中小製造企業

支援内容：アジアにおける販路拡大を図る岡山県内中小企業の支援を目的に海外現地で商談会を開
催（中国・上海市を予定）

問い合わせ先 ：（公財）岡山県産業振興財団取引支援課
TEL：０８６－２８６－９６７０
FAX：０８６－２８６－９６７１
E-mail: torihiki@optic.or.jp

３－⑥ 海外工業見本市への出展

☆ 有料（金額は未定）

支援対象者：岡山県内に本社または主な事業所を有する中小製造企業

支援内容：アジアにおける販路拡大を図る県内中小企業の支援を目的に海外工業見本市へ岡山県ブー
スを設置し共同出展（インドネシア・ジャカルタを予定）

問い合わせ先 ：（公財）岡山県産業振興財団取引支援課
TEL：０８６－２８６－９６７０
FAX：０８６－２８６－９６７１
E-mail: torihiki@optic.or.jp
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３－⑦ 国際食品見本市への出展

☆ 参加費は有料（金額は未定）

問い合わせ先 ：（公財）岡山県産業振興財団取引支援課
TEL：０８６－２８６－９６７０
FAX：０８６－２８６－９６７１
E-mail: torihiki@optic.or.jp

支援対象者：岡山県内に本社または主な事業所を有する中小製造企業

支援内容：アジアにおける販路拡大を図る岡山県内中小企業の支援を目的に国際食品見本市へ岡山
県ブースを設置し共同出展（国内・幕張を予定）

３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑧ インド広島経済交流推進事業（インド・タミルナドゥ州等へのミッション
派遣）

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：■著しい経済成長を遂げるインドとの経済交流を推進し、現地におけるビジネス機会の創出
など、県内企業のビジネスを支援します。
【実施内容（予定）】
○自動車部品マーケット調査団の派遣
・訪問先：インド・タミルナドゥ州など
・内容：
－現地調査
－ビジネスマッチング

（支援内容等は予定であり、変更になる場合があります。詳細等は、県ホームページ等でご確認下さ
い。）

問い合わせ先 ：広島県商工労働局海外ビジネス課
TEL：０８２－５１３－３３８２

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。
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３－⑩ 海外における物産展の開催等
HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

問い合わせ先 ：広島県商工労働局海外ビジネス課
TEL：０８２－５１３－３３８５・３３８２

支援対象者：広島県内企業、県内団体等
支援内容：■海外における物産展の開催等による食品や一次産品の販路拡大を支援します。

【開催場所及び内容（予定）】
○中国
・四川省成都 物産展及びＰＲイベント （平成２５年１１月頃）
・上海 見本市 （平成２５年１１月頃）
・香港 物産展及びＰＲイベント （平成２５年１２月頃）
○マレーシア
・物産展及びＰＲイベント （平成２６年３月頃）

（支援内容等は予定であり、変更になる場合があります。詳細等は、県ホームページ等でご確認下さ
い。）

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。

３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑨ 中国西部国際博覧会への出展
HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

問い合わせ先 ：広島県商工労働局海外ビジネス課
TEL：０８２－５１３－３３８５

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：■経済交流協定を締結している中国・四川省で開催される「中国西部国際博覧会」への共
同出展により、同省への生活用品等の販路拡大を支援します。

【開催場所及び内容（予定）】
・場所 四川省成都
・時期 平成２５年１０月２３日～２７日

☆ 出展に係る実費（輸送費・旅費等）は出展企業の自己負担となります。
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３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑪ 台湾企業との連携による中国等へのビジネス展開支援
HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

問い合わせ先 ：広島県商工労働局海外ビジネス課
TEL：０８２－５１３－３３８５・３３８２

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：■ＥＣＦＡ（中台経済協力枠組）を利用した生活支援サービス等の中国等への事業展開を支
援します。
【実施内容（予定）】
○ビジネスセミナー開催及び商談会
○台湾へのミッション団派遣

（支援内容等は予定であり、変更になる場合があります。詳細等は、県ホームページ等でご確認下さ
い。）

３－⑫ 米国・ハワイ州へのミッション派遣

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：■友好提携を締結している米国・ハワイ州にて導入が進んでいる再生可能エネルギー分野
において、県内企業のビジネスチャンスの創出を支援します。
【実施内容（予定）】
○再生可能エネルギー分野に関する経済ミッションの派遣
・訪問先：米国・ハワイ州
・内容：
－現地調査
－ビジネスマッチング

（支援内容等は予定であり、変更になる場合があります。 詳細等は、県ホームページ等でご確認下
さい。）

問い合わせ先 ：広島県商工労働局海外ビジネス課
TEL：０８２－５１３－３３８２

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。
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３－⑬ 韓国大邱国際食品展への出展

☆有料（出展費用：1ブース10万円、その他出展に係る実費（輸送費、旅費等）は出展企業の自己負担）

支援対象者：広島市及びその周辺地域の食品関係事業者

支援内容：広島市の姉妹都市である韓国・大邱広域市で開催される「韓国大邱国際食品産業展」に
おいて、広島ブースを設置し、共同出展することにより、広島地域の食品のPR及び販路拡大を推進
します。
【展示会の概要】
・時期：平成25年6月13日（木）～16日（日）
・場所：韓国・大邱広域市

EXCO：大邱コンベンションセンター
【支援内容】
広島市の姉妹都市である大邱広域市より、出展費用の割引、宿泊、通訳の提供あり。

問い合わせ先 ：広島市経済観光局産業振興部商業振興課
ＴＥＬ：０８２－５０４－２３１８
ＦＡＸ：０８２－５０４－２２５９
E-mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp

３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑭山口県・山東省貿易商談会

☆無料（旅費等は負担）

支援対象者：民間企業

支援内容：山口県や下関市からなる東アジア地域国際展示商談会等開催事業実行委員会が、中国
企業との取引に関心のある県内企業を対象とした山東省企業との商談会を実施します。（会場は山
口県と山東省と交互で開催）。両国の企業が、事前予約相対方式で個別に商談を行い、海外取引の
契機とします。

問い合わせ先 ：山口県商工労働部新産業振興課
ＴＥＬ：０８３－９３３－３１４０
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３－⑮山口県商談会in台湾

☆無料（旅費等は負担）

支援対象者：民間企業

支援内容：山口県や下関市からなる山口県・下関市外資系企業誘致推進委員会が、台湾との経済交流
に関心をもつ県内企業（機械関連分野）を対象に、台湾での商談会の開催を行うなどして販路開拓等を
支援していきます。

問い合わせ先 ：山口県企業立地推進室
TEL：０８３－９３３－３１４５

３．マッチングイベントに参加したい（海外出展・国内商談会）

３－⑯ 日中ものづくり商談会＠上海2013

☆出展：4,800～7,300中国元 視察のみ：無料

支援対象者：中国で部材調達・販路拡大を図りたい製造業
【イベント概要】

・中国でのビジネス進出・拡大を目指す自動車・電機・電子・機械など日系製造業者の皆さまのニーズ
に応える機械製造業特化型の商談会です。
・中国に拠点のない方でもお申込みいただけます。

・日系製造業企業に加え、日系製造企業との取引を望む中国系企業が集まり、具体的な商談を行い
ます。
【日程】

2013年9月11日(水)～12日(木) 9:00～17:00
1日目(9月11日)：出展企業間の商談、情報交換
2日目(9月12日)：一般来場企業(日系企業、中国企業)との商談、情報交換
【会場】
『上海世貿商城 (Shanghai Mart)』3･4階
上海市長寧区興義路99号(会場入口: 興義路)

【規模】
出展ブース 600ブース(予定)、 来場見込数 4,500社/7,000名

HP:http://www.hirogin.co.jp/

問い合わせ先 広島銀行 法人営業部 国際営業室
アジア戦略サポートデスク
ＴＥＬ：０１２０－９６８－７４５



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）

４－② 貿易実務オンライン講座 HP:http://www.jetro.go.jp/ 

☆有料

支援内容：アニメーションを効果的に使ったわかりやすいｅラーニング教材で、いつでもどこでも貿易実
務を学習することができます。

【基礎編】貿易取引の経験がない方でも、貿易全体の流れ、仕組み、用語、書類など、貿易実務の基
礎知識を無理なく、体系立てて身につけることができます。

【応用編】コスト削減、リスク管理の観点から、貿易取引の改善を実現するノウハウを身につけることが
できます。また、取引トラブルへの対応力を養成します。

【英文契約編】貿易取引に係る「国際売買契約書」、「販売店、代理店契約書」を中心に英文契約の基
礎知識を身につけることができます。自社の契約書内容の見直し、契約書作成にお役立て頂けます。
【中国輸出ビジネス編】
中国との取引に際して、理解しておくべき中国の概況、日本側の輸出規制、中国側の輸入規制（CCC
マーク等）、通関、知財対策、契約、決済方法など必要な知識を体系的に学習いただきます。

【詳細情報・お申込み】http://www.jetro.go.jp/elearning

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 最寄りの国内貿易情報センター
※巻末の連絡先を参照ください。

20

４－① 地域企業における海外展開支援フォーラム（仮称）

☆参加無料

支援内容：効果的かつ効率的な海外展開支援策の周知・普及や、体制を構築し海外展開を行っている
（検討している）中小企業に必要な知的財産における支援施策等を、より多く中小企業者に知ってもらい
活用してもらうことを目的とした海外展開支援フォーラムを開催（予定）。

問い合わせ先 ：中国経済産業局特許室
TEL：０８２－２２４－５６８０



21

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）

４－③ 国際化研修

☆有料

支援内容：中小企業の国際化人材を育成するため中小企業大学校において、以下の研修を実施いたし
ます。
（１）海外取引の契約実務とプレゼンテーション（２日×２回：４日間コース ２０名）
（２）海外展開事業管理者研修（３日×３回：９日間コース ２０名）

問い合わせ先 （独）中小企業基盤整備機構中国本部経営支援部国際化支援室
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

HP:http://www.smrj.go.jp/jinzai/index.html

４－④ 中小企業海外展開セミナー

支援内容：中小機構中国本部が、各地の支援機関と共同で国際化に関心をもつ中小企業者を対象に
海外の販路開拓支援等に必要なセミナーを開催します。

☆無料

問い合わせ先 （独）中小企業基盤整備機構中国本部経営支援部国際化支援室
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

HP:http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html

４－⑤ 貿易実務セミナー

☆無料

支援内容：とっとり国際ビジネスセンターに配置されるコーディネータースタッフ等により、企業等の初歩
的な貿易実務等に関する個別のセミナーを実施し、企業の海外展開スキルの向上を図ります。

【時期】 随時

問い合わせ先 （公財）鳥取県産業振興機構
とっとり国際ビジネスセンター
TEL：０８５９－３０－３１６１
FAX：０８５９－３０－３１６２

HP:http://www.tottori-kaigai.com



４－⑧ 国際取引実務研修（貿易実務研修）

支援対象者：広島県内企業、団体等
支援内容：貿易業務初任者や担当者の方、これから貿易実務を習得される方を対象に、国際取引実務

のポイントを貿易の流れに沿ってわかりやすく解説するとともに、書類の作成演習・ロールプレイ、ビジネ
ス英語を通し実践に即した研修を開催します。

実施時期：７月
日 程：３日間程度（予定）
開催会場：広島市及び福山市（広島県内２箇所）

☆有料

問い合わせ先 （公財）ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター
TEL：０８２－２４８－１４００

HP:http://www.hiwave.or.jp/HAPEE/

４－⑥ 海外ビジネスセミナー

☆無料

支援対象者：企業、経済団体等
支援内容：日本貿易振興機構（ジェトロ）岡山貿易情報センター、（一社）岡山県国際経済交流協会、
（公財）岡山県産業振興財団など関係機関との連携の下、海外ビジネス等に関するセミナーを開催

問い合わせ先 ：岡山県産業労働部産業企画課マーケティング推進室
TEL：０８６－２２６－７３６５
FAX：０８６－２２５－３４４９
E-mail：marketing＠pref.okayama.lg.jp
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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）

４－⑦ 海外派遣人材等育成事業

☆有料（金額は未定）

支援対象者：岡山県内に本社または主な事業所を有する企業

支援内容：（一社）岡山県国際経済交流協会との連携の下、駐在員予定者や本社海外事業担当者等が
海外進出や貿易等の海外事業展開に際して必要な基礎知識を習得するための講座等を開催

問い合わせ先：（一社）岡山県国際経済交流協会
TEL：０８６－２１４－５００１
FAX：０８６－２５６－１００５
E-mail：oiba@optic.or.jp
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４－⑩ 海外ビジネス支援セミナー、海外ビジネス支援塾

☆無料

支援対象者：海外ビジネスを展開、または検討している中小企業者等
支援内容：アジア各国をテーマとしたセミナーを開催します。

問い合わせ先：トマト銀行コンサルティング営業部内
トマト銀行海外ビジネス支援デスク
ＴＥＬ：０８６－２２１－１３３８

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）

４－⑨ 中国ビジネス・シリーズ講座「中国ビジネスに関する基礎知識」

支援対象者：広島県内企業、団体等

支援内容： 中国ビジネスに関する多角的な知識・ノウハウの提供を目的に平成２５年度に計８回の講
演会を実施します。また、講演会の翌日には、「中国ビジネス塾」と銘打った合同相談会を実施し、参加
企業が有する中国ビジネスに関する疑問点や個別課題に対して、回答していきます。

実施時期及び講演テーマ
第１回 中国への投資形態（５月）
第２回 中国企業への技術移転（６月）
第３回 中国での販社設立（７月）
第４回 中国の税務（９月）
第５回 中国の労務管理（１０月）
第６回 中国の不動産権利（１１月）
第７回 中国からのビジネス撤退（１月）
第８回 中国ビジネス成功の奥義（３月）

※各回二日目に実施される「中国ビジネス塾」は、上記講演テーマに関係無く、企業さんからの質問に
ついて議論・回答していきます。

☆無料

問い合わせ先 （公財）ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター
TEL：０８２－２４８－１４００

HP:http://www.hiwave.or.jp/HAPEE/


