
１．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集）

１－① 海外展開支援施策の情報提供（メール）

支援対象者：民間企業等

支援内容：国際ビジネスに関心を持っている企業、支援機関向けに週１回程度メールで、海外展開支
援施策情報を提供しています。

HP : http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/international/index.html

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

☆ 無料

１－② 知的財産保護関連サービス

支援対象者：民間企業等

支援内容：海外ビジネスでの知的財産侵害リスクの回避方法や、海外市場での模倣品・海賊版問題
の解決に役立つ以下のサービスを提供します。

①海外における中小企業の知的財産権の侵害調査の実施（調査費用は有料、一部助成）
②セミナー、冊子、ビデオ、ウェブ、ニュースレターを通じた情報提供
③知的財産関連の相談サービス
④各国別模倣対策マニュアル、判例事例集などの無料配布
【詳細情報・お申込み】http://www.jetro.go.jp/theme/ip/

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

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 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。

１－③ 引合案件データベース

支援対象者：民間企業等

支援内容：ウェブサイト上で海外や日本のユーザーが登録した約２０，０００件の商品・部品の輸出入、
業務提携、技術交流などの幅広い分野のビジネス案件を閲覧できます。
【詳細情報・ご登録】http://www.jetro.go.jp/ttppj/

また、KOMPASS Onlineをはじめとする世界のオンライン版ダイレクトリーから企業名、業種等による

検索・閲覧・印刷が可能です（印刷には印刷料金がかかります）。
【企業データベース検索】http://www.jetro.go.jp/library/list/database/

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

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 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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１－④ ジェトロ海外情報ファイル【J－ｆｉｌｅ】

支援対象者：民間企業等
支援内容：世界60カ国・地域のビジネス情報（各国の概況、政治・経済、ビジネス動向、貿易為替制度、
投資制度、統計データ、調査レポートなど）をジェトロのウェブサイトから入手できます。
まずは、http://www.jetro.go.jp/world/をご覧下さい。

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

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 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。

１．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集）

１－⑤ 海外ブリーフィングサービス HP:http://www.jetro.go.jp/

☆ 無料

支援対象者：民間企業等

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 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。

１－⑥ 中小企業国際化支援レポート

支援対象者：民間企業他

支援内容：海外展開を検討・実施している中小企業のみなさまに、海外への事業展開に関する実務情
報・取り組み事例をタイムリーに掲載していきます。

ＨＰ：http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/

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課
TEL：０８２－５０２－６５５５
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１－⑦ とっとりグローバルウォッチ

支援対象者：企業、自治体、支援機関等

支援内容：海外サポーターや鳥取県東南アジアビューロー（タイ・バンコク）、ロシアビジネスサポートセ
ンターのビジネスレポートのほか、海外での展示会情報など県内企業の海外展開に役立つ情報を毎月
配信。
【時期】毎月１回ＨＰ掲載及びメール無料配信
【ＨＰ】http://www.tottori-kaigai.com/index.php?view=4895

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

１．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集）

１－⑧ 海外拠点を通じた情報収集提供・便宜供与等

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か所】
・上海（中国）

【海外ビジネスサポーター １０か所】
・大連（中国）、重慶（中国）、台北（台湾）、バンコク（タイ）、ハノイ（ベトナム）、ホーチミン（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）

※ 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）

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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１．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集）

１－⑩ グループ銀行の海外拠点・海外提携銀行・海外業務提携先からの
情報入手

支援対象者：海外ビジネスの展開あるいは海外進出を検討している中小企業
支援内容：YMFGの山口銀行海外拠点・海外提携銀行・海外業務提携先を活用し、現地情報の提供を
行っております。

【山口銀行海外拠点】
中国大連支店、中国青島支店、韓国釜山支店
【海外の提携銀行】
タイ TMB銀行
インドネシア バンクネガラインドネシア
インド インドステイト銀行
フィリピン メトロポリタン銀行
【海外業務提携先】
損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、大和証券、セコム、ALSOK、
日本通運、東京センチュリーリース、㈱ナンカイ（海外販路開拓）、㈱GIIPジャパン（コンサルティン
グ）

相談は無料

問い合わせ先 ：もみじ銀行ソリューション営業部 海外ビジネスサポートチーム
TEL：０８２－２４１－３６１７
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１－⑨ 海外情報収集、海外進出支援、海外展示会・商談会

支援対象者：民間企業等
支援内容：

・アジアデスクを中心として、香港、上海、シンガポール、ニューヨークを結ぶ海外ネットワークにより、
お取引き先企業の海外進出をバックアップ。初めての貿易から現地法人設立まで、海外でのビジネ
ス展開をトータルにサポートします。
・海外拠点及び提携機関を利用して海外での情報収集のお手伝いを致します。

（中国、香港、シンガポール、ニューヨークには拠点があり、その他東南アジア（インドネシア、タイ等）
にも行員を派遣しており、生の情報をお届けします。）
＜アジアデスク 主な業務内容＞

○海外進出に関する各種情報のご提供 ○貿易業務や海外投資のご相談 ○海外取引先企業の信
用調査 ○海外進出に関するアドバイス ○海外企業との業務提携サポート ○海外進出セミナー
の開催 ○海外現地法人へのバンキング業務 ○海外展示会・商談会の開催
・相談は無料

問い合わせ先 ：中国銀行 国際部 アジアデスク
TEL：０８６－２３４－６５３９
FAX：０８６－２３４－６５９１

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



２．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）

２－① 知的財産を活用した海外展開指南塾（仮称・予定）

支援対象者：中小企業等

支援内容：自社の特徴的な技術やデザイン等の強みを武器として海外展開を計画している中小企業
に対し、知財をはじめとして海外展開に際して必要とされる知識や留意点等を体系的に学べる機会と、
海外展開戦略と知財戦略の立案を支援する全５回シリーズの勉強会（海外展開指南塾）を実施する。
（予定）

問い合わせ先 ：中国経済産業局特許室
TEL：０８２－２２４－５６８０

２－② セミナー・講演会

支援対象者：民間企業等
支援内容：中国ビジネスセミナー、FTAセミナー等、東京及び全国の貿易情報センター等で 新の国際

ビジネス情報を提供するセミナー・講演会を開催します。各国・地域の経済、貿易、投資、産業を掘り下
げて解説します。一部のセミナーについては、ジェトロのウェブサイトで、いつでも視聴できます。
開催情報はhttp://www.jetro.go.jp/world/seminar/をご覧下さい。

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

問い合わせ先 ：（独）日本貿易振興機構 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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２－③ 貿易実務オンライン講座 HP:http://www.jetro.go.jp/ 

☆有料

支援対象者：民間企業等
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 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。

２．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）

２－④ 国際化研修

☆有料

支援対象者：民間企業他
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（3日間コース 30名 @広島校）
（２）海外展開事業管理者研修（3日×3回：9日間コース 20名 @東京校）
（３）グローバル人材養成研修（3日×4回：12日間コース 20名 @関西校）

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課
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

HP:http://www.smrj.go.jp/jinzai/index.html
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２．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）

２－⑤ 中小企業海外展開セミナー

支援対象者：民間企業他

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。

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課
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

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

２－⑥ グローバル戦略構築セミナー

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：海外市場の動向や進出の可能性等を学ぶセミナーを開催

問い合わせ先：島根県産業振興課
TEL：０８５２－２２－５２９４
（公財）しまね産業振興財団
TEL:０８５２－６０－５１１４

HP:http://www. www.joho-shimane.or.jp/

２－⑦ セミナー、ミッション派遣

支援対象者：島根県内に事業所を有する企業等
支援内容：海外の市場動向や投資環境等に関するセミナーやミッション派遣を行ないます。

☆ミッション派遣旅費など一部有料

問い合わせ先 ：（公財）しまね産業振興財団 経営支援課
空洞化対策・国際化支援グループ
TEL：０８５２－６０－５１１５

２－⑧ 海外ビジネスセミナー

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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２．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）

２－⑨ 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： 県内企業の貿易実務者の養成を支援するため、輸出入実務、国際取引契約等、海外取引
の入門的な知識から実務に必要な専門知識まで、幅広い内容の貿易実務研修を広島市及び福山市で
実施します。

【福山会場日程】
平成２６年６月 ６日（金）及び１３日（金）

【広島会場日程】
平成２６年６月２０日（金）及び２７日（金）

※ 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/

２－⑩ 中国ビジネスセミナー

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、中国ビジネスで課題を抱
えている企業や、中国進出を検討している企業などを支援するため，講演会及び相談会を実施します
（年４回）。

※ 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/

２－⑪ セミナー、定期相談会

問い合わせ先 広島商工会議所産業・地域振興部産業振興チーム
TEL：０８２－２２２－６６５１

支援対象者：広島商工会議所会員事業所他

支援内容：（公財）ひろしま産業振興機構、（独）日本貿易振興機構広島貿易情報センター、（独）中小企
業基盤整備機構中国本部、各大使館・領事館などと協力・連携し、企業のニーズに応じたセミナーや定
期相談会などを開催します。

HP:http://www.hiroshimacci.or.jp/
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２－⑬ 海外ビジネス支援セミナー＆海外ビジネス支援塾

支援対象者：海外進出している企業及び海外進出を検討している企業等
支援内容： 新の海外事情や海外ビジネス上の課題に関するセミナーを定期的に開催します。

☆無料

問い合わせ先：トマト銀行地域成長戦略応援部内
海外ビジネス支援デスク
ＴＥＬ：０８６－８００－１８２０

２．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）
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２－⑫ 海外進出支援

支援対象者：民間企業等
支援内容：海外進出セミナー等を随時開催しております。

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

問い合わせ先 ：中国銀行 国際部 アジアデスク
TEL：０８６－２３４－６５３９
FAX：０８６－２３４－６５９１


