
１．海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）
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１－① 海外展開支援施策の情報提供（メール）

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 知財総合支援窓口

支援対象者：中小企業等

支援内容：窓口に配置された支援担当者が課題等をその場で受付、ワンストップで解決支援します。
また、中小企業向け知財支援策の紹介や出願手続きについても説明します。専門性の高い課題に対
しては、弁理士や弁護士等の知財専門家と協働して解決支援します。

問い合わせ先 ：知財総合支援窓口 全国共通ナビダイヤル（最寄りの窓口に繋がります。）
TEL：０５７０－０８２１００

☆ 無料

１－③ 知的財産保護関連サービス

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

☆ 一部有料

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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１－⑥ セミナー・講演会

支援内容：中国ビジネスセミナー、FTAセミナー等、全国の貿易情報センター等で最新の国際ビジネス
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。

☆ 無料

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。

１－④ 引合案件データベース

支援内容：ウェブサイト上で海外や日本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/

☆ 一部有料

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。

１．海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）

１－⑤ 見本市・展示会

支援内容：ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会への出展を支援します（出展企業・団体を
公募します）。ジェトロの主催・参加する海外見本市等に出展すると、短期間に多くのバイヤーと接触
することができます。主催者への出展申込などの手続きをジェトロが行います。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ます。各種サービスをパッケージで提供するため、単
独出展に比べ出展費用が割安になります。中小企業のお客様には国からの補助により一部出展経
費が補助されます。また、見本市・展示会データベース（J-messe)で世界の見本市・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】
http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/list/
【J-messe】 http://www.jetro.go.jp/j-messe

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。

☆ 展示会の出展は有料。Ｊ-ｍｅｓｓｅの検索は無料
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１－⑨ とっとりグローバルウォッチ

支援内容：海外サポー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企業の海外展開に関
する情報を毎月メールマガジンとして配信。

【時期】毎月1回配信

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

問い合わせ先 ： （公財）公益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

☆ 無料

１－⑧ 中小企業国際化支援レポート

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室
TEL：０８２－５０２－６５５５

☆ 無料

１－⑦ ジェトロ海外情報ファイル【J－ｆｉｌｅ】

支援内容：世界６０ヵ国・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.netro.go.jp/world/をご覧下さい。

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

☆ 無料

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。

１．海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）
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１－⑩ 在外公館を活用した日本企業支援

支援対象者：民間企業

支援内容：海外における日本企業のビジネスを後押しするため、外務省では大使館や総領事館を活
用して積極的な日本企業支援を展開しています。海外へのビジネス展開に際してお困りのことがあり
ましたら、大使館、総領事館の「日本企業支援窓口」にご照会ください。ご相談内容に応じ、各種の情
報提供や相手国政府への行政手続の是正に関する申し入れなどを行います。

現地大使館・総領事館（日本企業支援窓口）でご相談をお受けします。

（各館の連絡先はウェブページでご確認いただけます。）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/kigyo/ichiran_i.html

問い合わせ先 ：外務省経済局政策課
TEL：０３－５５０１－８３２６

１．海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）
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２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－② 輸出有望案件支援サービス

☆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
製品・伝統産品、日用品、ファッション（アパレル、テキスタイル）【審査あり】

支援内容：製品には自信があるが、輸出の経験がない、海外への販路拡大を実現させたい、一度海外
の見本市に出てみたが、後が続かない、といった中小企業の方々に、各分野の専門家が、お客様の製
品や会社の状況に合わせて、マーケット・バイヤー情報の収集や海外見本市の随行、商談の立会い、
最終的には契約締結までお手伝いします。
ジェトロによる相談・指導に係る費用は無料です。
本サービスは中小企業を対象とし、審査のうえ、ご利用いただいています。
【詳細情報】http://www.jetro.go.jp/services/export/

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

２－③ 貿易投資相談

☆無料

支援内容：輸出入に関する手続きの流れや法規制、海外に輸出をする際の現地の法規制、海外に会
社を設立する際の手続きや法規制などについてのご相談に応じます。

ウェブサイトで、貿易投資に関する質問や実務経験豊富なアドバイザーとの個別面談の申込を受けつ
けています。
http://www.jetro.go.jp/services/advice/webqa
貿易投資相談でよく寄せられる相談事例をQ＆A形式で
http://www.jetro.go.jp/world/qa/に掲載しています。

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。

２－① 中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業によるITを活用し
た支援ポータル運営及び専門家派遣等

☆無料（専門家派遣は３回まで無料）

支援対象者：内外環境の変化により、複雑化・高度化・専門化した経営課題等に取り組む中小企業等
支援内容：
① ITクラウドを活用した支援ポータルにより、時間・場所にとらわれずに自由に経営・起業に関する情報
交換や相談等ができる機能を提供します。
②各地域における膝詰め相談等を実現する地域の支援ネットワーク構築を図ります。
③中小企業からの高度・専門的な支援課題に対し、専門家を派遣して課題解決を支援します。

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

HP:http://www.chugoku.meti.go.jp/
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２－④ 輸出支援相談サービス

☆無料

支援対象者：中小企業

支援内容：「現地の商習慣」「売れ筋商品」「現地最新トレンド」「日本からの商品の現地販売可能性」
等についてのご質問・相談に簡易レポート形式にてお答えします。
コーディネーターが提供する「海外マーケティング短信」により、各国の市場の現状もジェトロウェブサ
イトにてご確認いただけます。
http://www.jetro.go.jp/world/marketing
また、海外のご出張等される際に、海外ブリーフィングサービスとして、現地にてコーディネーターから
ブリーフィングを受けることもできます。
＜海外コーディネーター対象分野、対象国・地域＞ ※予定のため、変更の可能性あり

【農林水産・食品】ロサンゼルス（米国）、ロンドン（英国）、パリ（フランス）、ミラノ（イタリア）、モスクワ
（ロシア）、シンガポール、バンコク（タイ）、マニラ（フィリピン）、北京、上海、広州、香港（中国）、ソウル
（韓国）、シドニー（オーストラリア）、サンパウロ（ブラジル）

【デザイン製品・伝統産品】ニューヨーク（米国）、ロンドン（英国）、パリ（フランス）、ミラノ（イタリア）、モ
スクワ（ロシア）、バンコク（タイ）、上海、香港（中国）

【アパレル・テキスタイル】ニューヨーク（米国）、ロンドン（英国）、パリ（フランス）、ミラノ（イタリア）、バン
コク（タイ）、上海（中国）
【コンテンツ】ロサンゼルス（米国）、モスクワ（ロシア）、パリ（フランス）

【機械・部品】トロント（カナダ）、シカゴ、ヒューストン、サンフランシスコ（米国）、ロンドン（英国）、パリ
（フランス）、デュッセルドルフ（ドイツ）、モスクワ（ロシア）、バンコク（タイ）、ジャカルタ（インドネシア）、
マニラ（フィリピン）、ハノイ、ホーチミン（ベトナム）、ニューデリー、チェンナイ（インド）、北京、上海（中
国）、メキシコ、サンティアゴ（チリ）
【環境・エネルギー】ロサンゼルス（米国）、チェンナイ（インド）、上海、広州（中国）

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。

２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑤ ＢＯＰ／ボリュームゾーンビジネス相談

☆相談に係る利用料金は無料

支援対象者：民間企業等
支援内容：途上国でのBOP（Base of the Economic Pyramid）ビジネスを検討されている日本企業の
さまざまなご相談にお応えするため、2012年4月より「BOP/ボリュームゾーン・ビジネス相談窓口」を
設置しています。現地ビジネスパートナーのご紹介やご相談内容に応じた個別調査や試行展開など、
途上国の社会的ニーズに着目して新規市場におけるビジネスの開拓を目指す皆さまにいつでもご利
用いただけます。
【詳細情報】
http://www.jetro.go.jp/theme/bop/advice/

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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２－⑦ 国際化支援アドバイス（海外ビジネス定期相談会）
HP:http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html

☆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

支援内容：海外展開において、人材、ノウハウ等で課題を抱える中小企業の経営相談を専門家による
対面アドバイスにより実施しています。

２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑥ 海外進出企業の支援サービス

☆無料

支援対象者：民間企業等

支援内容：日本企業のアジアへの投資、現地企業との合弁・技術提携、貿易等を支援するため「海外
投資アドバイザー」をアジアの投資・貿易の重点国・地域に配置しています。投資・貿易に関わる現地

制度や産業情報の収集・提供、諸手続きなどを中心にきめ細かくアドバイスし、アジア企業との取引
や現地進出を円滑に進めたいと考えている企業をサポートしています。

現地進出企業（現地法人、支店、事務所）の方は、海外投資アドバイザーへの相談サービスをご活用
ください（無料）。これから当該国への進出やアジアの企業との取引を検討している日本国内企業の
方、または進出企業の本社の方が、現地出張の際等にアドバイザーへの相談をご希望の場合は、事
前に海外ブリーフィングサービスをお申し込みください（無料）。

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

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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２－⑧ 国際ビジネス支援アドバイザー制度

☆有料（支援業務に要した経費の1/2）

問い合わせ先 公益財団法人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：

①専門相談員の配置：専門相談員を国際ビジネスセンター内に定期配置（２日／週程度）し、定期的
な貿易相談対応、並びに、企業の国際展開業務の自立支援等に専門的に対応します。

②国際ビジネス支援アドバイザー制度：国際ビジネスに関して豊富な知識と経験を有する者を国内及
び海外アドバイザーとして登録し、企業の要望に応じてアドバイスを行います。

【支援アドバイザー活用業務】国別の規制・企画・商習慣・市場動向等に関する調査や指導、外国語に
よる契約書の作成や輸出入手続き等の指導、現地手配業務、現地調査、海外への展示会・商談会等
への同行 等

【補助率】支援業務に要した経費の２分の１

【上限金額】１００千円／回を上限とし、年間２回までの利用（１企業）

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

２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑨ 国際ビジネスコーディネーター

☆原則として無料

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

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：

・県内経済の国際化を推進することを目的に設立された（一社）岡山県国際経済交流協会が、国際ビジ
ネスコーディネータを設置し県内企業等からの国際ビジネスに関する相談に対応

・具体的には、県内企業の支援ニーズの把握、専門家の紹介や派遣による市場開拓等支援、海外経済
ミッションの派遣や受け入れ等を実施
・岡山県は当該コーディネーター設置経費の一部を補助
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２－⑩ セミナー、定期相談会

問い合わせ先 広島商工会議所商工部産業振興チーム
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てセミナーや定
期相談会などを開催します。

２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑪ 東アジア経済交流推進機構 ワンストップセンター

問い合わせ先 下関市商工振興課
ＴＥＬ：０８３－２３２－７２１４
または
下関商工会議所国際課
ＴＥＬ：０８３－２２２－３３３３

支援対象者：支援対象地域（中国（青島、大連、煙台、天津）、韓国（釜山、仁川、蔚山）の企業・団体等

支援内容：東アジア経済交流推進機構を構成する各都市（下関、北九州市、福岡市）と中国四都市とそ
の国際商会、韓国3都市とその商工会議所のネットワークを活用した貿易相談窓口（ワンストップセン
ター）を開設しており、企業や団体からの相談を受け付けています。
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２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑫ 海外進出支援室

問い合わせ先 ：山陰合同銀行 地域振興部 海外進出支援室
ＴＥＬ：０８５２－５５－１８１５
詳しくはお近くの山陰合同銀行窓口もしくは
フリーダイヤル0120‐593168へお問い合わせください。

支援対象者：民間企業等

支援内容：お客様の海外事業展開をご支援する窓口として、地域振興部内に海外進出支援室を設置し、
海外事情に精通したスタッフを配置しております。お取引店の担当と海外進出支援室が連携をはかりな
がら、お客様のニーズに的確かつ迅速にお応えします。
＜主な支援内容＞
事前調査からはじまり各段階で的確かつ最適なコンサルティング、ソリューションを提供します。
・海外の投資環境、業界動向、法規制などの情報提供
・海外のマーケットリサーチ・現地アテンド、海外企業の信用照会のお取次ぎ
・海外事業戦略策定サポート、事業拡大・再編に向けたアドバイス
・海外の会計・法律事務所、コンサルティング会社、人材サービス会社等専門家のご紹介。
・現地法人（駐在員事務所）設立サポート
・海外企業との商談会、販路・調達先等パートナー企業のご紹介
・外国為替取引（外国送金、信用状開設、為替変動リスクヘッジなど）に関するサポート
・海外での口座開設銀行のご紹介、提携銀行を通じた現地法人のお借入

２－⑬ 海外ビジネス支援デスク（相談窓口）

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

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等

支援内容：お客さまの海外ビジネスに対するソリューションの提供。このようなときには、お問合せくださ
い。「現地に工場や事務所を設置したい」「現地の情報を知りたい」「海外に販路を拡大したい」「現地に
機械を設置したい」など。

☆ 無料

☆ 個別の案件により一部有料となる場合があります。
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２－⑭ アジア戦略サポートデスク

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

支援対象者：民間企業等
【サポート内容】

海外進出、海外子会社の運営、貿易、その他海外での情報収集、調査等の各種相談について、海外の
金融機関や提携機関との連携等、多様なソリューションを提供します。

（参考：ネットワーク）

【海外での交流会の開催】

中国、タイにご進出されているお取引先を中心に、弊行協力機関、現地当局担当者等多数のご参加
をいただき、毎年上海、バンコックで開催しております。
業種を越えた企業さま同士が、現地で交流できる貴重な機会となっています。

☆利用料金の有無は個別案件によって異なります。

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

２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

提携先 エリア 提携先 エリア

国際協力銀行 ― 広島県 ―

中国銀行（Bank of China) 日本貿易保険（NEXI） ―

交通銀行 広島港振興協会 ―

大連銀行 広島県東部港湾振興協会 ―

バンコック銀行 三菱UFJリース ―

カシコン銀行 無錫市人民政府 中国（江蘇省無錫市）

韓国産業銀行 損害保険ジャパン ―

韓国外換銀行 東京海上日動火災保険 ―

バンクネガラインドネシア インドネシア 日本興亜損害保険 ―

メトロポリタン銀行 フィリピン 三井住友海上火災保険 ―

香港上海銀行 セコム ―

スタンダードチャータード銀行 綜合警備保障 ―

クレディ・アグリコル ベトナム・インド・タイ リサ・パートナーズ アジア圏

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ メキシコ

広域連携
（山陰合同銀行・十六銀行・北國銀行）

公
的
機
関

そ
の
他

銀
行

中国

タイ

韓国

東南アジア

南米他

大連（山陰合同）

香港（十六）

シンガポール（北國）
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２．海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

２－⑮ 海外ビジネス定期相談会

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

支援対象者：民間企業等
【概要】

（株）広島銀行では、（独）中小企業基盤整備機構、（公財）ひろしま産業振興機構、広島商工会議所、
福山商工会議所と協力し、海外ビジネスについて豊富な知識・経験・ノウハウを持つ、（独）中小企業基
盤整備機構の専門アドバイザーを招き、「海外ビジネス定期相談会」を開催します。

海外関連のビジネスを行っており、現在、直面している疑問点・問題点を解決したいという方は勿論、
将来的に関心はあるが何から始めればよいか分からないという方も、是非ご活用下さい。

【日程】
2013年4月～9月までの各月数回程度
【開催時間】

9:00～17:00まで （相談時間は１社最大90分）
【会場】
広島会場：中小企業基盤整備機構中国支部
福山会場：福山商工会議所
【その他】
予約制

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

☆無料

２－⑯ 海外進出支援、貿易取引相談

支援内容：中国や韓国では様々な規制やリスクがあり、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。山
口銀行の釜山支店、青島支店、大連支店、ならびに香港駐在員事務所では、現地に進出された企業に、
情報提供、アドバイス、提携先紹介等によるビジネスマッチングなどのサービスを提供しています。

また、支援強化と関係強化を目的として、山口銀行国際部内にアジア貿易投資相談所と国際営業推進グ
ループを設置し、貿易取引についても強力にバックアップしています。

問い合わせ先 ：山口銀行国際部
ＴＥＬ：０８３－２３２－１４９５

☆無料


