
５－① 海外展開資金 HP:http://www.jfc.go.jp/c/ 

問い合わせ先 ：日本政策金融公庫 広島支店（中小企業事業）
TEL：０８２－２４７－９１５１

支援対象者：支援内容：経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、
かつ、次の1～3の全てに該当する方
１．開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認めら
れる程度の規模を有するものであること
２．本邦内において、事業活動拠点（本社）が存続すること
３．経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の（1）～（4）のいずれかに該
当すること
（1） 取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
（2） 原材料の供給事情により、海外展開すること
（3） 労働力不足により、海外展開すること
（4） 国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をす
ること

支援内容：
【資金使途】
当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金（海外企業に対する転貸資金を含む）
【融資限度額】7億2千万円（うち運転資金2億5千万円）
【貸付利率】
基準金利、ただし、海外展開事業の利益率や本邦内の雇用維持等、一定の要件を満たす場合は、2億
7千万円を限度として、特別利率②。
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
【貸付期間】
設備資金１５年以内（うち据置期間３年以内）
運転資金７年以内（うち据置期間２年以内）
【その他】
担保設定の有無、担保の種類等については、ご相談の上決めさせていただきます。
保証人（経営責任者の方）が必要です。

ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者の方の個人保証を免除
または猶予する制度もあります。
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５．海外展開に向け資金を調達したい（資金調達）



５．海外展開に向け資金を調達したい（資金調達）

５－② 貿易保険 HP:http://www.nexi.go.jp 

☆ 貿易保険の相談は無料

問い合わせ先 ：独立行政法人日本貿易保険
大阪支店営業グループ
TEL：０６－６２３３－４０１８
FAX：０６－６２３３－４００１
E-mail:hikiuke-osaka@nexi.go.jp

支援対象者：海外取引を行う民間企業
支援内容：
『輸出取引の貨物代金が支払われないリスクに備えたい』

貿易保険制度は、企業に安心して海外との取引を行っていただくための支援制度で、輸出先国による
不可抗力的なリスク、又は海外の取引先の信用リスクにより、貨物代金を受け取れない事態に備えるこ
とができます。

（保険概要）

輸出契約の相手方のカントリーリスク（非常危険）や、取引先の倒産、代金不払いなどの信用リスク（信
用危険）の発生により、貨物を輸出できない、又は貨物代金（売掛債権）を受け取れなくなることは、輸
出企業にとり大きなダメージとなります。このような事態発生に備え、取引に貿易保険を掛けけることに
より、万が一の場合には、日本貿易保険（NEXI）が貿易保険の支払いを行うことにより、企業は安心し
て輸出取引に臨むことができます。
（詳細はNEXIウェブサイトを参照ください。URL:  http://www.nexi.go.jp）

お客様の取引形態に応じて様々な保険商品を取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
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５－③ 海外拠点を通じた資金調達支援

☆相談は無料

問い合わせ先 ：山口銀行国際部
TEL：０８３－２３２－１４９５

支援内容：山口銀行は、韓国（釜山市）、中国（青島市、大連市）に支店を設置し、進出している日系企
業様に、貿易決済や現地通貨建て融資などの金融サービスを提供しております。当行に取引のない方
でも、お取引銀行のスタンドバイＬ／Ｃを差し入れていただくなどの方法で、現地通貨建て融資を取り
扱っております。



６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）

６－① 輸出に取り組む事業者
向け対策事業 

問い合わせ先 ：中国四国農政局経営・事業支援部事業戦略課
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（内線２１５２､２１６０）

支援対象者：事業協同組合
農業協同組合
森林組合
漁業協同組合
商工会議所
商工会
農業生産法人
有限責任事業組合（LLP）
複数の事業者で構成された協議会（別途、農林水産省の承認が必要です。）等
（※「農業生産法人」「有限責任事業組合」は、別途、要件があります。）

支援内容：今後輸出拡大が期待される品目について明確な目標（目標額）を設定し、次の８つのメ
ニューから必要とする事業メニューを選択して実施する取組に対して支援します。
１．輸出担当者育成
２．海外市場開拓調査
３．産地PR・国内商談会
４．海外試験輸送
５．輸出環境整備
６．海外販売促進活動
７．輸出向け加工食品の試作・実証
８．輸出プロモーターの活用

【補助率】１／２以内
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６－② 新事業活動・農商工連携等促進支援補助金（新連携支援事業）

問い合わせ先 ：中国経済産業局経営支援課
TEL：０８２－２２４－５６５８

支援対象者：２社以上の異分野の中小企業で連携して新たな事業活動に取り組む方で、中小企業新
事業活動促進法第１１条の異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表の中小企業者
支援内容：（補助金）
新商品・新サービスの開発などに係る試作品開発・展示会出展などの費用の一部を補助します。
（補助率 ２／３以内、上限３，０００万円）
（試作開発を伴わない場合２，５００万円）
（融資・税制など）
政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
信用保証協会の保証限度額が２倍となります。

６－③ 新事業活動・農商工連携等促進支援補助金
（地域資源活用新事業展開支援事業）

問い合わせ先 ：中国経済産業局経営支援課
TEL：０８２－２２４－５６５８

支援対象者：地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む方で、中小企業地域
資源活用法の地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業者
支援内容：（補助金）
新商品、新サービスの開発などに係る試作品開発・展示会出展などの費用の一部を補助します。
（補助率２／３以内、上限３，０００万円）
（融資・税制など）
政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
信用保証協会の保証限度額が２倍となります。

６－④ 新事業活動・農商工連携等促進支援補助金
（農商工等連携対策支援事業）

支援対象者：農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、農商工等
連携促進法の農商工等連携事業計画の認定を受けた者
支援内容：（補助金）
新商品、新サービスの開発などに係る試作品開発・展示会出展などの費用の一部を補助します。
（補助率２／３以内、上限３，０００万円）
（融資・税制など）
政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
信用保証協会の保証限度額が２倍となります。

問い合わせ先 ：中国経済産業局経営支援課
TEL：０８２－２２４－５６５８

27

６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）



６－⑤ ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業

問い合わせ先 ：中国経済産業局産業部国際課
TEL：０８２－２２４－５６５９

支援対象者：商工会、商工会議所、組合、ＮＰＯ等

支援内容：複数の中小企業が連携し、地域の優れた素材や技術等を活かして海外市場開拓を行おう
とする際、基本戦略の策定や、商品の開発・海外展示会への出展等を支援することにより、中小企業
の海外販路の拡大を図ります。

【戦略策定支援事業】
〈定額補助：上限２００万円〉

自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプト等と基本戦略を策定するため、専門家の招聘、市場
調査などを行うプロジェクトに対し、１年間に限り支援を実施します。
【ブランド確立支援事業】
〈補助率２／３以内(上限２，０００万円）〉
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、海外展示会出展等を行うプロジェ
クトに対し、最大３年間の支援を実施します。

６－⑥ 地域中小企業外国出願支援事業

問い合わせ先 ：中国経済産業局特許室
TEL：０８２－２２４－５６２５

支援対象者：中小企業者

支援内容：地域の中小・ベンチャー企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への特許等の
出願に要した費用の一部(翻訳料、外国出願料、外国代理人費用など）を支援します。
※支援は、都道府県等中小企業支援センターが行います。平成２５年度は、鳥取県、島根県、広島県、
山口県で実施予定です。
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６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）



６－⑦ 海外における販路拡大拠点支援事業
支援対象者： 民間企業
支援内容：
1 事業概要
海外における県産品の販路開拓拠点（常設）の整備及び県産品輸出手続支援など、県産品の海外
販売を促進する取組を支援します。
２ 事業内容
（１）海外県産品ショップ整備事業〈ハード事業〉
【内容】海外に常設の県産品販売拠点を整備する県内企業に対する支援
【補助対象経費】海外県産品ｼｮｯﾌﾟの開設または移転にかかる「施設整備費」「什器備品購入費」
《補助率》１／２（上限３，０００千円）

（２）県産品輸出手続代行支援事業〈ソフト事業〉

【内容】海外に常設の県産品販売拠点を整備した県内企業等が県産品の輸出を代行するための経
費支援
【補助対象経費】
・外国語商品ラベル作成、貼付費用
《補助率》２／３（最初の１年間） 同一商品について２年目 １／２
・商品輸出手続書類作成、貼付費用〈衛生証明書等発行に係る経費も含む〉
《補助率》２／３（最初の１年間） 同一商品について２年目１／２
・コンテナリース料及びコンテナ返送フレート 《補助率》１／２
（３）県産品海外共同販売支援事業〈ソフト事業〉
【内容】海外県産品共同販売行事の事務局としての役割を担う先駆的県内企業を支援する経費

【補助対象経費】県産品輸出手続代行支援事業の補助対象経費の他、共同販売会場設営費、通訳
販売員配置に係る経費等 《補助率》１/２（上限1,000千円）

問い合わせ先 鳥取県商工労働部経済産業総室通商物流室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１
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６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）



６－⑧ 境港利用促進支援事業

問い合わせ先 境港貿易振興会
ＴＥＬ：０８５９－４７－３９０５
鳥取県商工労働部経済産業総室通商物流室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１

支援対象者： 民間企業
支援内容：
１ 事業概要

境港の既存定期航路の充実と、境港の新規利用の促進及び拡大を目的として、海上運賃及び陸上
運賃を一部助成します。
２ 事業内容
（１）対象期間 境港利用開始の日から1年間（※鳥取県内企業に限り特例措置あり）
（２）事業名
①境港新規利用企業助成事業
【内容】境港外貿定期航路を利用したことがない荷主又は輸出入者

（過去２年間利用していない場合も含む。）
【助成額】 1TEU 2万円（年間上限額３０万円）
②境港利用拡大助成事業
【内容】当該事業対象年の境港外貿定期航路利用取扱量が１５TEU以上あり、前年と比較して増
加した荷主又は輸出入者
【助成額】増加分につき、１TEU当たり1万円（上限50万円）
③境港小口混載利用促進助成事業
【内容】小口混載貨物(LCL）を利用する荷主
【助成額】１ｔ・１㎥につき１千円（上限１０万円）
④環日本海圏航路陸送費助成事業
【内容】環日本海航路を利用するために国内輸送経費を要した荷主又は物流企業
【補助期間】環日本海航路を利用して境港を利用開始した日から３年間
【助成額】１ＴＥＵあたり１万円（上限１０万円）

※１ＴＥＵ→２０フィートコンテナの換算単位。４０フィートコンテナ（ＦＥＵ）は２ＴＥＵとして換算。
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６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）



６－⑨ 境港大量貨物誘致促進補助金
支援対象者： 民間企業
支援内容：
1 助成概要
境港を利用する大口荷主に対して輸送経費の一部を助成します。
２ 事業内容
（１）補助対象者及び貨物の要件
新規貨物で一年間のコンテナ利用数が１００TEU以上あり、境港の過去一年間の利用実績に比べ
１００TEU以上増加する事業で、県の事業認定を受けたもの。
（※）新規貨物とは、境港の外貨定期航路の利用実績がない貨物、他港から振り替えた貨物及び環
日本海定期貨客船航路を利用する貨物、及び企業立地認定事業者貨物誘致支援事業により輸送
した貨物。
（※）TEUは２０フィートコンテナの換算単位
４０フィートコンテナ（１FEU）は、２TEUとして換算
（TEU＝２０フィートコンテナ）

（２）補助内容
○支援期間 事業認定日から３年間
○支援対象 県知事の事業認定を受けた荷主
○補助内容 1TEU当たり １５，０００円
○限度額 ７５０万円（年間補助限度額）

２，２５０万円（最大補助限度額：７５０万円×３年）

問い合わせ先 境港貿易振興会
ＴＥＬ：０８５９－４７－３９０５
鳥取県商工労働部経済産業総室通商物流室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１

６－⑩ とっとり県内企業海外チャレンジ支援事業補助金

支援対象者： 海外との経済交流に積極的に取り組む本県企業又は本県企業などで構成される任
意のグループ
支援内容：企業独自に海外見本市・商談会等に参加したり、サンプル輸入を行う等海外販路開拓に
取り組む場合に要する経費の一部を助成する。

【補助対象経費】展示品輸送費、ブース使用料、資料作成経費、通訳費、旅費等
【補助率】２分の１
【補助限度額】1,000千円（1社あたり／年間）
【募集期間】随時（ただし、予算額が満額になり次第、締め切り）

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
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６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）



６－⑪ しまね輸出促進支援補助金 HP:http://www.pref.shimane.lg.jp/brand/ 

問い合わせ先 島根県しまねブランド推進課 貿易促進支援室
TEL：０８５２－２２－５６３２

支援対象者： 島根県内に主たる事業所を有する企業・事業協同組合・団体・市町村等
支援内容：県内事業者等が海外市場への輸出展開や販路拡大に向けた取組を行う場合補助する。
【補助対象事業】
①商談会、展示会、物産展等の参加
②テスト輸出
③販売促進活動
④輸出向け商品開発
⑤海外ビジネス人材の育成
⑥その他海外市場への輸出展開や販路拡大に係る事業活動
⑦セミナー、勉強会、商談会、展示会、物産展等の主催
※①～⑥は企業・団体等を対象、⑦は企業・団体等とともに市町村も対象とする。
【補助対象経費】
旅費、謝金、役務費、委託費、印刷製本費、広告宣伝費、材料費、会場費、会議費、輸送費等
【補助率】
補助対象経費の１／２以内
【補助限度額】
①～⑥は１，０００千円、⑦は１，５００千円
ただし、①のうち展示用機械工作物の輸送費、会場費を含む場合は申請1件あたり5,000千円
【公募期間】
年２回（４月及び８月を予定）
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６－⑫ 岡山デニム世界進出支援事業

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：デニム生地やジーンズ製品等について海外市場への売り込みを図るため、企業が取り
組む海外展示会への出展について、出展費用の一部を助成。

問い合わせ先 ：岡山県産業労働部産業振興課産業支援班
TEL：０８６－２２６－７３５２
FAX：０８６－２２４－２１６５
E-mail：sangyo＠pref.okayama.lg.jp

６－⑬ 岡山市製造業等販路拡張支援事業

支援対象者： 岡山市内に本社事業所または主要工場（ソフトウェア業の場合は開発の事業所）を有
する中小企業（製造業、ソフトウェア業）

支援内容：岡山県外（海外も可）で開催される見本市・展示会・フェア等に出展する製造業、ソフトウェ
ア業の中小企業に出展経費の一部を助成

［国内の場合］
【補助対象経費】
１小間料（消費税は除く）の額
【補助金額】
２５万円（上限）

［海外の場合］
【補助対象経費】

１小間料（消費税は除く）の額、及び展示装飾費、製品輸送費、通訳費、広報・宣伝活動費（パンフ
レット作成費等）の額
【補助金額】
４０万円（上限）

【募集時期】年２回予定（３月頃、９月頃）

【その他】重点３分野「医療、健康・福祉関連分野」「食品関連産業分野」「環境・エネルギー関連分野」、
または海外見本市等への出展については、予算の範囲内で優先採択されます。

問い合わせ先 ：岡山市経済局産業振興・雇用推進課ものづくり振興係
TEL：０８６－８０３－１３２９

HP:http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_s00002.html
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６－⑭ 中小企業等グローバル人材確保支援事業

支援対象者： 広島県内企業

支援内容：■海外展開を図る県内中小企業等が、専門の人材紹介会社等を利用しやすくする仕組
みを構築し、語学・販売能力や海外事業の経験等を有する県外の即戦力人材の確保を支援します。
【支援内容】
○人材を採用した県内中小企業等への補助金
・補助対象経費：指定する人材紹介会社へ支払う成功報酬
・補助率：２分の１（上限１５０万円／件）
・補助件数：１０件程度

（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 ：広島県商工労働局産業人材課
TEL：０８２－５１３－３４２０

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

６．補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）

６－⑮ 広島県環境浄化産業クラスター形成事業補助金

支援対象者： 広島県内に事業所を置く「ひろしま環境ビジネス」推進協議会」の会員企業であって
①中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第２条第１項に規定する中小企業者（以下「中
小企業者」という。）、又は②中小企業者と共同で事業を行う大企業

支援内容：県内環境関連企業の生産力や技術力を生かして、環境問題が深刻化する中国をはじめ
とするアジア地域等の海外市場での新事業展開などを促進するため、環境関連分野において、海
外で開催される展示会への出展や海外企業の商談等、海外市場の開拓のための取り組みに要す
る経費に対し補助金を交付します。
【補助対象経費】
・海外に関する市場調査及び事業化可能性調査に係る経費
・海外での商談会、展示会などへの参加に係る経費
・海外企業との商談活動に係る経費
・海外での事業化に係る経費
※各経費の詳細はホームページ等を参照ください。
【補助金額等】
・補助金額：１００万円以下
・補助率：１／２以内
・交付件数：２０件程度

問い合わせ先 ：広島県商工労働局次世代産業課
TEL：０８２－５１３－３３６４

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/73/kankyokyogikai.html



６－⑯ 見本市等出展助成金

支援対象者：広島市内に主たる事業所を有する中小企業者又は当該中小企業者が構成員となって
いる組合・研究開発グループ

支援内容：新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本
市・展示会その他中小企業等の販路拡大につながる事業に出展する際に必要な経費の一部を助成
します。

【助成対象経費】
小間料、会場整備費、カタログ等作成費、会場でのアンケート調査費及び出品物運送費
【助成金額】
助成対象経費の１／２以内（助成限度額 20万円）

問い合わせ先 ：（公財）広島市産業振興センター
中小企業支援センター
TEL：０８２－２７８－８０３２

HP:http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/
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