
７．海外でサポートを受けたい（海外サポート）

７－① 海外ブリーフィングサービス HP:http://www.jetro.go.jp/

☆ 無料

支援内容：世界約７０ヵ所の海外事務所にて、現地一般経済事情、現地商習慣、現地法人設立、現地
生活環境などについて、海外駐在員が情報提供を行います。以下のウェブサイトよりお申し込み下さい。
http://www.jetro.go.jp/services/briefing

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。

７－②海外ミニ調査サービス

☆ 有料

支援内容：国際ビジネスへの足がかりとしての取引先候補の外国企業検索、統計資料など、ワンポ
イントのビジネス情報収集のお手伝いをします。世界約７０ヵ所の海外事務所でお調べして回答します。
【料金】ご依頼の内容（調査項目、難易度等）によって異なります
（通常、数万円～数十万円）。
【調査期間】お申し込み後、１ヶ月程度。
【詳細・お申込み】http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/

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

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。

７－③ビジネスアポイントメント取得サービス

支援内容：お客様（日本国内の企業）ご指定の外国企業との商談アポイントメントをお客様に代わって
お取りします。ご出発の１ヶ月以上前にお申込下さい。アポイントメント取得希望企業数は５社を上限と
させていただきます。なお、視察や調査など、具体的な商談を目的としないアポイントメントは対象外で
す。
【詳細情報・お申込み】http://www.jetro.go.jp/services/appointment/

☆ アポイントメントが成立した時点で、料金（１件当たり12,600円（税込み）／１社１回）が発生します。
現地スタッフの随行を希望される場合には、上記にプラス21,000円（税込み）／１社１回

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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７．海外でサポートを受けたい（海外サポート）

７－④ ビジネス・サポートセンター

☆ 有料

支援内容：ジェトロ・ビジネス・サポートセンター（BSC）は、フィリピン・タイ・インド・ベトナム・ミャン
マーでのビジネス立ち上げに必要な投資制度情報・ノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を兼ね備
えた施設です。フィリピン・タイ・インド・ベトナム・ミャンマーへの投資、技術提携を検討する日本企業
の皆様に短期の貸しオフィス、アドバイザーによるコンサルティングサービスを提供し、ビジネス立ち上
げ時のコストとリスクを軽減します。

【詳細情報】
http://www.jetro.go.jp/services/bsc/

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

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。

７－⑤ Ｆ／Ｓ支援

☆ 一部有料

支援内容：海外展開事業や海外プロジェクトが実現可能か、採算が取れるか、などを判断するF/S調
査を支援します。
【F/S支援の流れ】
第１ステップ：企業の募集および支援対象企業の採択
海外展開を計画し、現地調査を計画している中小企業等を募集
※応募者の意欲や目的意識、海外展開計画の実現可能性、財務の健全性等を外部有識者が総合
的に勘案し、採択します。

第２ステップ：国内での事前準備支援
①現地調査に向けた事前の計画作成支援
②現地調査時に利用する資料の翻訳（経費の一部を補助します）
③事前の市場調査の実施（経費の一部を補助します）
第３ステップ：海外での現地調査支援
現地調査への専門家の同行および現地アドバイスの実施
第４ステップ：調査実施後のフォロー

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
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７．海外でサポートを受けたい（海外サポート）

７－⑥ 海外サポーター

☆ 無料（個別案件は個別契約）

支援内容：台湾、上海、韓国に海外サポーター（旧名称：海外コーディネーター）を配置し、現地市場情
報の発信、企業等からの簡易な問合せに対応する。

【業務内容】ビジネスレポートを毎月発信。簡易な問合せへの対応（無償）。商談斡旋や現地同行等の
個別案件については個別契約（有償）。

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

７－⑦ ロシアビジネスサポートセンター

☆ 無料（個別案件は個別契約）

支援内容：ロシア専門商社等への業務委託により、日本側（境港）、ロシア側（ウラジオストク）に企業
の海外展開を支援する拠点を設置・運営し、企業側の情報収集、海外展開相談、海外活動支援、ビジ
ネスマッチング等へのニーズに応じた支援体制を構築する。
境港センター:平成21年５月開設
ウラジオセンター：平成22年２月開設

ＨＰ：http://www.tottori‐kaigai.com

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



７－⑧ 岡山県上海事務所、海外ビジネスサポートデスク

☆ 原則として無料（利用者の現地への渡航費や現地での移動経費、業務実施に際して必要となる
現地スタッフの交通費等は利用者の負担）

支援対象者：岡山県内に事業所を有する企業や経済団体等
支援内容：中国上海市、ベトナム、カンボジア、タイ、インドネシアに設置

海外現地のビジネス事情に精通するとともに豊富な経験とネットワークを有する団体やコンサルティン
グ会社への業務委託により、次のような支援を実施

・現地での事業展開に関するアドバイス
・商談先企業の紹介やアポイントメントの手配
・現地事情のレクチャー
・見本市・商談会への出展支援
・その他現地情報の収集・提供 等

※市場調査や企業の信用調査、旅行代理店が行うべき業務などは支援対象外

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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７．海外でサポートを受けたい（海外サポート）

７－⑨ 広島・四川経済交流事務所

☆ 一部経費負担が必要なものがあります。

支援対象者：県内企業、県内団体等

支援内容：現地ビジネス事情に精通した日本人コンサルタントが相談に応じるほか、中国人スタッフ
（日本語可）が常駐し、各種サポートを提供します。（現地日系コンサル会社の重慶吉涛実業有限公司
へ業務委託）
○アドバイス・相談窓口
○現地情報の収集・提供
○取引先の発掘・紹介
○商談機会の設定、現地同行
※通訳や移動にかかる費用は、原則として利用者負担となります。
○商談後のフォローアップ
○専門的機関または専門家の紹介

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

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/
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７－⑩ 海外拠点を通じた情報収集提供・便宜供与等

☆ 原則として無料（支援の程度により有料となる場合があります。）

支援対象者：広島県内企業、団体等

支援内容：海外拠点を通じて、現地経済情報の収集・提供、ビジネスマッチング及び現地訪問者への
便宜供与等を通じ、県内企業の海外展開を支援します。

【海外事務所 １ヵ所】
・上海（中国）

【海外ビジネスサポーター １０ヵ所】
・大連（中国）、重慶（〃）、台北（台湾）、バンコク（タイ）、ハノイ（ベトナム）、シンガポール（シンガポー
ル）、ジャカルタ（インドネシア）、チェンナイ（インド）、ニューヨーク（米国）、モスクワ（ロシア）

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/

７．海外でサポートを受けたい（海外サポート）



８．その他

８－① 海外へのミッション派遣

☆ 有料

支援対象者：中小企業【対象分野；機械・部品、環境・エネルギー、農林水産品・食品、海外投資全般、
サービス全般】

支援内容：市場の将来性の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、規制制度や商習慣などを集中的に情報提供し、それを踏まえた商談
会を実施します。

ジェトロのミッションに参加することで、海外の政府機関や団体など、全体を見渡せるキーパーソンの
話が聞ける、短期間に市場情報などをまとめて知ることができ、商談できるといったメリットがあります。
【詳細情報】http://www.jetro.go.jp/events/mission/

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

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。
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８－② ジェトロ・メンバーズ

☆ 有料

支援対象者：民間企業等
支援内容：ジェトロ・メンバーズは、世界約70カ所と国内36カ所にあるジェトロ事務所で収集した情報と
ノウハウをビジネスにお役立ていただくための会員制度です。

各種有料サービス・情報の無料提供や割引価格での利用、会員限定のセミナーや交流会への無料参
加が可能です。

【詳細情報】
http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

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

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。



８－③ 韓国江原テクノパーク交流事業

☆ 無料（渡航費・宿泊費等は参加者負担）

支援内容：平成２１年６月に就航した環日本海定期貨客船の就航を機会に開始した韓国・江原テクノ
パークとの交流（意見交換及び商談会等）を継続実施します。

【時期】未定

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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８．その他

８－④ ひろしま環境ビジネス推進協議会

支援対象者：協議会の趣旨に賛同し、入会を希望する以下の方
（１）環境浄化関連産業に携わる企業及び関心のある企業
（２）大学、試験研究機関、産業支援機関、行政機関、金融機関等

支援内容：本協議会は、環境浄化関連分野において、企業間連携の活発化や海外展開の促進等を
通じて、課題解決型ビジネスをグローバルに展開できる企業群を育成します。

※「環境浄化関連分野」には、水・大気・土壌の浄化に加え、これに関連する「リサイクル」や「廃棄物
処理」などを含みます。

【活動内容】
○環境ビジネスの活性化及び環境市場に係る情報提供、セミナーの開催

○国内外から得られた環境案件に関するプロジェクト（具体的ビジネス案件）の組成・多くの環境プロ
ジェクトに実績がある専門家による目利きサポートの実施
○環境技術の現地プレゼン、海外企業との商談会、展示会への出展 など
【会費】
無料
【入会申込方法】
入会申込書に必要事項をご記入の上、事務局にＦＡＸ又はＥメールでお申込みください。

問い合わせ先 ひろしま環境ビジネス推進協議会事務局
（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
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８．その他

８－⑤ 任意団体「Agri＆Foods Export Frontier，Hiroshima」を通じた
食品・飲料の海外販路開拓事業

☆ 自己負担で海外商談会等参加
（国庫補助金が獲得できている場合は、これに充当できる経費を除く）

支援対象者：広島県の食品・飲料製造メーカー及び小売業等

支援内容：県内で生産される食品・飲料等の海外販路拡大を推進するため、（公財）ひろしま産業振
興機構が事務局を務める「 Agri＆Foods Export Frontier，Hiroshima」〈邦題：広島県農林水産品・
食品等海外販路開拓促進協議会）を通じて、海外商談会や物産展等を実施します。

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/

８－⑥ 海外視察研修団の派遣

支援対象者：広島県内企業、団体等

支援内容：現地の投資環境や、各種ビジネス機会を探るため、東南アジア等に研修視察団を派遣し
ています。今年度はフィリピンへ派遣予定です。

派遣時期：毎年、秋～冬
日 程：1週間程度
内 容：工業団地、日系進出企業、ローカル企業及び小売・流通等の視察、現地進出企業駐在員

等との交流会等
募集人員：20名程度
参加費用：30万円程度

※過去の訪問団派遣先
平成２４年度 バングラデシュ・ミャンマー
平成２３年度 インドネシア
平成２２年度 ベトナム・ラオス
平成２１年度 ミャンマー・カンボジア
平成２０年度 インド

☆ 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/
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８－⑦ ＯＤＡを活用した中小企業等の海外展開支援委託事業

支援対象者：中小企業

支援内容：ＯＤＡ（政府開発援助）による途上国支援（医療水準の向上や安全な水の供給等の開発課
題の解決）に貢献する優れた製品・技術等を有する中小企業等の海外展開を、途上国におけるニーズ
調査、事業計画の立案支援、途上国政府関係機関における試用・導入の働きかけにより支援します。
3,000～5,000万円（平成２４年度ベース）を上限に、調査委託費を支払います。（事業により上限が異
なります。
【詳細情報】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kanmin/chusho.html

問い合わせ先 ：外務省国際協力局ＯＤＡ中小企業等支援タスクフォース
TEL：０３－５５０１－８０００（内線2585または3095）
（独）国際協力機構（JICA）中国センター
総務課
TEL：０８２－４２１－６３００

８－⑧ グローバル人材の「採用」（ボランティア経験者への求人票の提供）

支援対象者：民間企業

支援内容：ＪＩＣＡボランティア（青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア）経験者の採用を希望する
企業の求人情報を、帰国後就職を希望するＪＩＣＡボランティア経験者に提供します。ボランティア活動
により異文化適応能力等を備えた、企業の海外展開に貢献できる人材を採用することができます。
【詳細情報】
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/recruit_info.htm

問い合わせ先 ：ＪＩＣＡ受付窓口（人材募集情報担当）
青年海外協力隊事務局 参加促進・進路支援課
TEL：０３－３２６９－９０５０
（独）国際協力機構（JICA）中国センター
市民参加協力課
TEL：０８２－４２１－６３０５

８．その他

☆ 無料
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８－⑨ グローバル人材の「育成」（民間連携ボランティア制度）

支援対象者：民間企業

支援内容：民間企業の方々に青年海外協力隊・シニア海外ボランティアとして、途上国におけるボラン
ティア活動に参加していただけます（各企業のニーズに合わせ、派遣国や活動内容、職種、派遣期間
をカスタマイズできます）。途上国でのボランティア経験を通じ、グローバル社会で活躍できる人材育成
をお手伝いします。
活動にあたり、一定の現地生活費、住居費、往復渡航費等をＪＩＣＡが負担します。

（注）派遣中の人件費については企業の負担となります。ただし、中小企業の方は、派遣期間中人件
費の補てん制度（給与・賞与の８０％、上限：月額５５万円）がご利用可能です。

【詳細情報】
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/

問い合わせ先 ：（独）国際協力機構（JICA）中国センター
市民参加協力課
TEL：０８２－４２１－６３０５

８－⑩ 幅広い国際協力人材への情報アクセス
（ＰＡＲＴＮＥＲ人材情報閲覧機能）

支援対象者：民間企業

支援内容：ＰＡＲＴＮＥＲは、国際協力（開発途上国・地域の支援）の世界で活躍を目指す方と、国際協
力人材を求める組織や団体に様々な情報をお届けする「国際協力キャリア総合情報サイト」です。団体
登録していただくと、国際協力に携わる人材情報の閲覧（約４千人）や登録している個人へのオファー
等のサービスがご利用いただけます。

【詳細情報】
http://partner.jica.go.jp/

問い合わせ先 ：（独）国際協力機構（JICA）中国センター
総務課
TEL：０８２－４２１－６３００

８．その他

☆ 無料



46

８－⑪ 中小企業ノンプロジェクト無償資金協力

支援対象者：中小企業

支援内容：途上国の経済社会開発に必要な物資の輸入のための資金を途上国政府に無償で供与す
るＯＤＡ（政府開発援助）事業で、中小企業の製品を途上国に供与します。具体的には、途上国の開発
ニーズに基づく中小企業の製品リスト（注：個別の商標名のリストではありません）を医療や農業、職業
訓練等の分野ごとにパッケージとして途上国側に提示し、途上国側の要請内容に基づいた製品を供
与します。（途上国で当該製品が使われることで、認知度の向上等の効果も期待できます。）

資機材の調達は以下の調達代理機関（公募により選定）が競争入札により実施します。詳細は調達代
理機関による公示をご参照ください。

一般財団法人日本国際協力システム（JICS）
http://www.jics.or.jp/
クラウン・エイジェンツ（CA）
http://www.crownagents.com/Japan.aspx

問い合わせ先 ：（独）国際協力機構（JICA）中国センター
総務課
TEL：０８２－４２１－６３００

８－⑫ ビジネスを通じた途上国貧困層への貢献（BOPビジネス連携促進）

支援対象者：民間企業
支援内容：年間3,000ドル以下で暮らしている貧困層（BOP : Base of the Economic Pyramid）を対象
とし、途上国の開発課題（医療水準の向上、安全な水の供給等）解決に貢献するBOPビジネスについ
て、提案されたビジネス計画の作成を支援します。
採択された企業等に対して、5,000万円を上限に、BOPビジネスモデル形成のための調査の実施を委
託（調査費用をJICAが負担）します（中小企業は上限を2,000万円もしくは5,000万円のいずれか選択
可能）。

調査期間：最大３年間（企業等からの提案による）

【詳細情報】
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/BOP/index.html

問い合わせ先 ：（独）国際協力機構（JICA）中国センター
総務課
TEL：０８２－４２１－６３００

８．その他


