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６－① ふるさと名物応援事業補助金（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：４者以上の企業等の連携体、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－ ② ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携          
                支援事業）（事業化・市場化支援事業） 

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：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５００万円） 
        ※融資・税制など 
               上記計画の認定を受けた方は、補助金以外にも、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           
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６－③ ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携              
              支援事業）（連携体構築支援事業） 
支援対象者：中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、指導、助言等有機的な連携を支援する 
                    一般社団法人等であって、農商工等連携促進法の農商工等連携支援事業計画の認定 
                    を受けた者 
支援内容：研修、交流イベントなどに係る講師謝金、会場借料などの費用の一部を補助します。（補助 
                 率２／３以内、上限５００万円） 
                 ※融資・税制など 
                上記計画の認定を受けた方は、補助金以外にも、信用保証協会の保証対象となります。 

６－ ④ ふるさと名物応援事業補助金（地域産業資源活用事業）  

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：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５００万円） 
                ただし、４者以上の共同申請案件の場合には、認定事業計画１件あたり２，０００万円） 
       ※融資・税制など 
       上記計画の認定を受けた方は、補助金以外にも、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           

問い合わせ先：中国経済産業局経営支援課 
           TEL： 082-224-5658           
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６－⑤ ふるさと名物応援事業補助金（小売事業者等連携支援事業） 

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：地域産業資源活用事業計画（需要開拓型）を実施する中小企業者、もしくは地域産業資 
        源活用支援事業計画を実施する一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人    
支援内容：小売事業者等が、地域の優れた資源を活用した商品・役務に関する市場動向等の情報を 
               地域の製造事業者等にフィードバックし、消費者嗜好を捉えた商品づくりに繋げるための取 
               組に対し、市場調査、研究開発に係る調査分析、展示会等の開催に係る経費の一部を補 
               助します。（補助率２／３以内、上限１，０００万円） 
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６－⑥ 地域新成長産業創出促進事業費補助金（農商工連携等によるグ 
     ローバルバリューチェーン構築事業） 
支援対象者：民間企業等 
実施対象国：民間事業者等からなる共同事業体による、海外需要の創出・拡大を目指すための、先端 
        技術やノウハウを活用した農業生産・加工・流通・海外販売の一貫したバリューチェーン 
        の構築を行う事業について補助します（補助率１／２以内、上限１億円）       

問い合わせ先：中国経済産業局経営支援課 
          TEL： 082-224-5658         

６－⑦ 小規模事業者持続化補助金 
支援対象者：商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓 
                   等に取り組む小規模事業者 
                 （※）従業員が２０名以下（商業・サービス業は５名以下）の中小企業者 
支援内容：①販路開拓用のチラシ作成、商品パッケージ製作、集客力を高めるための設備導入などの 
                  費用を補助します。１件あたり５０万円上限（補助率：２／３） 
               ②雇用者の増加や買物弱者対策、海外展開に取り組む場合、１件あたりの上限額が１００ 
                  万円となります。 
               ③「海外展開に取り組む事業」として、海外において「展示会等に出展」、「商談会への参加 
                  （個別の取引先との商談は除く）」、「展示会等を開催」する取組が、補助事業に含まれて 
                   いる場合には、補助上限額が１００万円に引き上がります。 
               ④募集期間：平成２８年２月２６日～５月１３日 
               ⑤申請先：日本商工会議所（会議所エリア）又は各県商工会連合会（商工会エリア） 

問い合わせ先：中国経済産業局産業部中小企業課 
                          TEL： 082-224-5661        
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６－⑧ 中小企業外国出願支援事業（補助金） 
支援対象者：中小企業等 
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、各県中小企業支援センター及びジェトロが行います。 
       補助率：１／２ 
       補助限度額：１企業に対する上限額：３００万円（複数案件の場合） 
       特許出願：１５０万円 
       実用新案・意匠・商標出願：６０万円 
       冒認商標対策商標出願※：３０万円 
       ※第三者による抜け駆け出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願 

問い合わせ先：中国経済産業局特許室 
          TEL： 082-224-5680   

６－⑨ 平成28年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出に取 
     り組む事業者向け対策事業 
支援対象者：農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者（１に係るものに 
                   限る。）、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、        
         事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、輸出組合、酒類業組合並びにその連 
                   合会及び中央会、特認団体 
支援内容：１ 輸出環境整備を図る取組 
               ２ 輸出産地等による海外販売促進活動の取組 
               ３ 先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組 
               【補助率】１／２以内 
               【公募】 
                ・公募の期間 平成２８年３月１日（火）～平成２８年４月１２日（火） 
                ・公募参加表明書の提出期限 第１次公募締切 平成２８年３月８日（火） 
                                      第２次公募締切 平成２８年４月８日（金） 
                ・課題提案書等の提出期限      第１次公募締切 平成２８年３月１０日（木） 
                                       第２次公募締切 平成２８年４月１２日（火） 
 
               上記の他に、ジャパン・ブランドの確立に向けた取組、産地間連携等による輸出振興体制 
               の構築を図る取組への支援があります。 
               詳細は農林水産省HPをご覧ください。 
               HP: http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/160301.html 
 

問い合わせ先：農林水産省中国四国農政局経営・事業支援部地域連携課                  
                      TEL： 086-224-4511（内線2152,2160） 
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６－⑩ 新興市場等におけるマーケティング拠点（インストア・ショップ）の設置 
支援対象者：輸出に取り組む事業者等 
支援内容：輸出拡大の可能性が高い国・地域を中心に、マーケティングやプロモーション、現地バイ      
                ヤーの発掘や日本産品のPR等をするための海外拠点（インストア・ショップ）を設置し、６ 
                次産業化商品など事業者の商品を試験販売し、現地の消費者の反応をフィードバックしま 
                す。 
 
                【インストア・ショップ設置予定国・地域】 
               ○ アジア：シンガポール、タイ 
               ○ 中東：ドバイ 
               ○ 欧米：米国及びＥＵ（ロサンゼルス、ロンドン及びパリを想定） 

問い合わせ先：農林水産省中国四国農政局経営・事業支援部地域連携課            
                      TEL： 086-224-4511（内線2152,2160） 

６－⑪ 海外見本市・展示会・商談会 

支援対象者：民間企業等 
支援内容：ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会・商談会への出展を支援します（出展企業・ 
               団体を公募します）。①単独出展に比べ出展費用が割安になる、②短期間に多くのバイ 
               ヤーと接触することが可能、③主催者への出展申込などの手続きをジェトロが行う、④日 
               本企業が固まって出展するため、広報効果、集客効果が期待できる等のメリットがありま 
               す。  
       また、見本市・展示会データベース（J-messe)では、世界の見本市・展示会情報を業種・ 
                開催地・時期などで検索できます。   
       【詳細情報・ジェトロが出展を予定している海外展示会・商談会（2016年度）】       
               HP: https://www.jetro.go.jp/industry/foods/foods_schedule.html 
              【J-messe】 
               HP: http://www.jetro.go.jp/j-messe/ 

問い合わせ先:（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター                                                                                                       

                      TEL：082-535-2511                                                                                                 
                      HP： http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima       
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６－⑫ 国内商談会 
支援対象者：民間企業等 
                   ※対象分野：農林水産物・食品、ファッション・繊維、デザイン、コンテンツ、サービス、機 
                                      械・機器、環境・エネルギー等 
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】 
                  HP: https://www.jetro.go.jp/services/export_guide/tradefair.html 
                 中国地方の各県内、あるいはその近県で開催する国内商談会は、随時ジェトロ各事務所 
        （広島、鳥取、島根、岡山、山口）のHPやメールマガジンにてご案内・募集いたします。 

問い合わせ先:（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）広島貿易情報センター                                                                                                       

                      TEL：082-535-2511                                                                                                 
                      HP： http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima       

６－⑬ 海外展示会出展サポート 
支援対象者：民間企業他 
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）翻訳支援 
                商談資料、WEBページ等の翻訳支援（一部自己負担あり） 
              （４）印刷支援 
                リーフレット・ポスターの作成支援（一部自己負担あり） 
               HP： http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html 

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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６－⑭ 海外ＣＥＯ商談会 
支援対象者：民間企業他 
支援内容：日本の中小企業の技術や製品の取り扱い、日本企業との連携を希望するアジア諸国の企 
                業経営者等を日本に招聘し、日本の中小企業者と海外企業を結び付ける商談会を実施し 
                ています。 
                本商談会は、展示会で行われる製品販売が中心の商談ではなく、企業間の『連携』に焦                        
            点をあてたもの。中小企業が海外のローカルパートナー企業と連携することで、経営リ 
                ソースが限られ、単独での進出が難しい中小企業者も、海外展開を進められるメリットが 
                あります。 
                 ※無料 
                 HP： http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html 

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      

６－⑮ SWBS（SMEワールドビジネスサポート懇談会） 

支援対象者：民間企業他 
支援内容：海外進出に意欲的な中小企業と海外展開をサポートする組織（SWBSパートナー）との出 
                会いの場をWEBとリアルイベントでご提供いたします。 
               ＜特徴＞ 
               （１）海外展開に関する官民両方のサポート情報がワンストップで入手可能 
               （２）海外展開に関する具体的な商談・相談が可能 
               （３）海外展開に関するネットワークが形成できる 
                ※無料 
                HP： http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html 

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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６－⑰ 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県内企業又は県内企業などで構成される任意の 
                    グループ 
支援内容：企業が独自に海外見本市・商談会等へ参加したり、商品や部品の仕様変更を行う等、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、出展料、資料作成経費、通訳費、仕様変更経費、旅費等 
【補助率】２分の１ 
【補助限度額】一社１，０００千円/年 
                    ただし、優良案件先行型の場合３，０００千円/年 
【募集期間】随時（予算額（10,000千円）が満額になり次第締切）  

６－⑯ 「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金 

問い合わせ先：鳥取県販路拡大・輸出促進課 
          TEL: 0857-26-7828 

支援対象者：県内農林水産物等の輸出に取り組む県内事業者 
支援内容：１ 事業概要 
       県内で生産された農林水産物及び加工品（以下「県産農林水産物等」という。）の輸出活動 
       を促進支援する。 
       ２ 補助対象事業 
       県産農林水産物等の輸出促進のために行う海外での市場調査活動や販売促進活動及び 
       物流実験で、次のいずれかを満たす事業 
       （１）輸出拡大を進める品目の輸出実績が３年以下 
       （２）新たな国・地域や販売店舗の掘り起こし 
       ３ 補助対象経費 
       旅費（食事代は除く）、謝金、役務費、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、使用料及び賃 
       借料、試食・展示サンプル購入費等 
       ※ただし、輸出に係る各種認証取得に要する経費は除く。 
       ４ 補助率：２／３ 
       （ただし、国庫補助事業等他の事業で対応できる場合、その補助対象経費については１／６ 
       とする。県産原材料を使っていない品目の輸出を目的とする場合は１／２とする。） 
       ５ 限度額：５００万／年度 

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     
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６－⑱ 海外商談会等開催 

支援対象者：県内企業  
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。 
               【2016年度の実施予定】 
               ①江原医療機器商談会（韓国・原州市） 
               ②広州自動車部品展示会(中国・広州市） 
               ③メタレックス（タイ・バンコク） 
               ④鳥取県物産展in台湾（台湾・台北） 
               ⑤とっとりグルメフェア(マカオ) 

６－⑲ しまね海外販路開拓支援補助金 

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､5633      

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 
         ※製造業にあっては飲食料品及び工芸品に限る 
支援内容：県内事業者等による海外展開や販路拡大に向けた取組を補助する。 
                【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 
                【公募期間】 
                 年２回（４月及び６月を予定）         

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     



 ６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業） 

47 

６－⑳ 島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金 
     （海外販路開拓事業） 

支援対象者：島根県内に事業所を有する中小製造業企業（飲食料品製造、工芸品分野を除く）  
支援内容：海外販路開拓にかかる費用の一部を助成します。 
                 １）対象経費     旅費、海外展示会出展料、ブース設営委託費、通訳翻訳料等 
                 ２）助成率         対象経費の１／２以内 
                 ３）助成期間      交付決定日から１年以内 
                 ４）助成限度額  １００万円以内 

問い合わせ先：（公財）しまね産業振興財団 総合支援部 販路支援課 国際化支援グループ  
                       TEL: 0852-60-5114 

６－㉑ 海外企業との商談会の開催  

問い合わせ先：（公財）しまね産業振興財団 総合支援部 販路支援課 取引支援グループ  
                             TEL： 0852-60-5114 
   

支援対象者：島根県内に事業所を有する製造業（機械金属、電気電子分野中心） 
支援内容：機械金属、電気電子分野を中心とした製造業者を対象に、他支援機関と連携し、海外企 
                 業との商談会を開催します。 

６－㉒ 岡山デニム世界進出支援事業 

支援対象者：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 
                       mailto: sangyo@pref.okayama.lg.jp 
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６－㉔ 海外工業見本市への出展 

支援対象者：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（タイ・バンコクを予定） 

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 
                       mailto: info@optic.or.jp 

６－㉕ 日本酒等県産品のブランド確立支援 

問い合わせ先：広島県商工労働局海外ビジネス課           
          TEL： 082-513-3384  
           mailto： syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp                                                                        

支援対象者：県内企業、県内団体等 
支援内容：県産品のブランド価値向上など広島の魅力を強くアピールするため，食・芸術・文化などの 
         世界的な情報発信地であるフランスで，広島市ほか関係市町，経済団体と連携し広島フェ 
       アを開催します。 
       フェアにおいては，県産品のプロモーション，現地バイヤーとの商談等の支援を行います。 
       実施場所： パリ市内 
       実施時期： 平成28年10月（予定） 
       ※現地への旅費等，経費負担が必要なものがあります。  

６－㉓ 日系ものづくり企業現地商談会の開催 

支援対象者：県内に本社または主な事業所を有する中小製造企業で、中国国内にも製造若しくは営 
         業拠点を有する企業  
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 
                       mailto: info@optic.or.jp 
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６－㉖ 中国西部地域における博覧会への出展 

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  
          mailto： syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp                                                                        

支援対象者：県内企業、県内団体等 
支援内容：四川省で行われる博覧会に出展し，県内企業の中国内陸部での販路拡大等進出支援を 
       行います。 
       出展に当たっては，「広島四川経済交流事務連絡室」により，現地情報の収集，ビジネス    
       パートナーの発掘，商談支援，フォローアップを行います。 
       ① 現地情報の収集，ビジネスパートナーの発掘 
       ② 展示会出展（商談の実施） 
       ③ 商談等のフォローアップの実施 
       【開催場所及び時期（予定）】 
       ・場所 四川省成都 
       ・時期 平成２８年１０月 
 
                ※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。 
 

６－㉗ 任意団体｢Agri & Foods Export Frontier, Hiroshima｣を通じた 
      農林水産物・食品の海外販路開拓事業 

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： https://www.hiwave.or.jp                                                                       

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｣（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、海外商談会等を実施します。 
 
                ※自己負担で海外商談会等参加（協議会として国庫補助金を獲得できた場合は、これに 
                    充当できる経費を除く） 
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６－㉘ 山口県・山東省貿易商談会 

支援対象者：山口県内の企業 
支援内容：県内企業の海外取引拡大及び経済交流促進を目的として、県内企業と中国企業の商談会 
       を実施します。 
       ※「山口県」「山東省商談会」で検索 
 
       【H28事業概要（予定）】 
        参加費用：無料（ただし旅費・滞在費等は参加者負担） 
        募集時期：Ｈ28 4月以降 
        開催時期：Ｈ28 10月～11月頃 
        開催場所：中国 山東省 

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

６－㉙ 国際展示会等への共同出展支援 

支援対象者：山口県内の企業 
支援内容：国際展示会等へ山口県ブースを出展することにより、海外販路開拓を支援します。 
 
       ※旅費、滞在費及び輸送料等は参加者負担 

問い合わせ先：(一財)山口県国際総合センター 
          TEL: 083-231-5778 
 
          山口県商工労働部新産業振興課 
          TEL: 083-933-3140 

６－㉚ 海外販路開拓支援助成金 
支援対象者：山口県内の企業 
支援内容：販路開拓に向けた海外でのマーケティング戦略策定や商談に要する渡航費等に対する助 
       成金を交付します。 
       助成額：１件５０万円(定額助成) 

問い合わせ先：(一財)山口県国際総合センター 
          TEL: 083-231-5778 
 
          山口県商工労働部新産業振興課 
          TEL: 083-933-3140 
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６－㉛ 見本市等出展助成事業 
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開拓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） 
 
               詳しくは次のホームページアドレスをご覧ください。 
               http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/joseikin02.html 

６－㉜ 岡山市製造業等販路拡張支援事業 
支援対象者：岡山市内に主たる事業所を有する中小企業者（製造業、ソフトウェア業）等 
支援内容：岡山市内で開発・製造された製品を、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際に要する経費の一部を助成 
       ［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、および展示装飾費、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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問い合わせ先：公益財団法人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                                                                       
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６－㉝ Mfairバンコク2016ものづくり商談会  
支援対象者：タイ国内での部品調達・販路開拓ニーズを持つ製造業企業、および製造業企業にサー 
         ビス・製品を提供する非製造業企業 
支援内容：【イベント概要】 
                タイでのビジネス拡大を目指す日系製造業者の皆さま、および製造業企業にサービス・製 
                品を提供す る非製造業者の皆さまを対象とした商談会です。日系製造業企業に加え、日 
                系製造企業との取引を望むタイローカル企業が集まり、具体的な商談を行ないます。 
               【日程】 
                2016年6月22日（水）～24日（金） 10：00～18：00 
               【会場】 
                『BITEC』Hall 107（Super Dome） 
               【規模（前年実績）】 
                出展社207社 
                来場者10,277名 
               【出展費用】 
                1コマ6㎡/THB126,000（税別） 
                視察のみ：無料 
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問い合わせ先：広島銀行 国際営業部 国際営業室 
                      TEL:  082-504-3923 

６－㉞ Oishii JAPAN 2016  
支援対象者：シンガポールを中心にアセアン市場への進出等に興味のある日本食に関連する商品お 
                  よびサービスを提供する企業 
支援内容：【イベント概要】 
                シンガポールをはじめアセアン各国でのビジネス拡大を目指す、日本食に関連する商品 
                やサービスを提供する企業の皆さまを対象とした商談会です。世界的な日本食ブームの 
                中、アセアンの主要都市であるシンガポールにて開催される当商談会の注目度は高く、昨 
                年のアンケートでは約9割の出展者が「大変満足」と評価しています。 
               【日程】 
                2016年10月27日（木）～28日（金） 10：00～17：30 
                2016年10月29日（土） 11：00～16：30 
               【会場】 
                サンテック・シンガポール国際会議展示場 
               【規模（前年実績）】 
                出展者数294社・団体 
                来客数10,910名 
               【出展費用（一例）】 
                1ブース5,085シンガポールドル 
 
問い合わせ先：広島銀行 国際営業部 国際営業室 
                      TEL:  082-504-3923 
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