
３．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）

３－① 特許等取得活用支援事業

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。加えて、知財アドバイザーを新
設し、まだ、知財を有効に活用できていない中小企業等を発掘し、知財の活用を促進します。

問い合わせ先 ：中国経済産業局特許室
TEL：０８２－２２４－５６８０
各県知財総合支援窓口
TEL：０５７０－０８２１００（全国共通ナビダイヤル）（ 寄りの窓口に繋がります）

３－③ 輸出有望案件支援サービス

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・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、

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 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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３－② 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業

支援対象者：内外環境の変化により、高度・専門化した経営課題等に取り組む中小企業・小規模事業
者等
支援内容：

①既存の支援機関では十分に解決できない経営相談に対する「総合的・先進的経営アドバイス」、事
業者の相談に応じた「適切なチームの編成」、「的確な支援機関等の紹介」等の機能を持つよろず支
援拠点を各県に設置します。
②ミラサポ（ 支援ポータルサイト）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。
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。

ミラサポ：https://www.mirasapo.jp/

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



３－⑤ 輸出支援相談サービス

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 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。
www.jetro.go.jp/services/coordinator/

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。

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。

３－⑥ ＢＯＰ／ボリュームゾーンビジネス相談

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 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。

３．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）
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３－④ 貿易投資相談

支援対象者：民間企業等

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付
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 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。



３．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）

３－⑧ 海外展開相談支援

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

支援対象者：鳥取県内企業

支援内容：コーディネーター及び専門相談員を配置し、貿易実務や海外展開相談にワンストップで対
応する。

【相談料】無料

３－⑨ 海外取引に関する個別相談

支援対象者：島根県内に事業所を有する企業等

支援内容：国際ビジネスの経験豊富な貿易投資アドバイザーが、海外取引全般にわたり、県内企業
からの個別相談に応じます。

•海外展開(輸出入、現地進出、技術提携、生産委託等）に関して、可能性判断、マーケティング、交渉
の進め方等について具体的な助言や支援を行います。
•貿易取引を行うにあたり、貿易実務の具体的支援を行います。
•合弁事業や技術提携について相手先選定への助言を行うとともに、知財対策についても専門家と連
携しながら、トラブルが発生しないよう支援を行います。

☆無料

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
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３－⑦ 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

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

支援対象者：民間企業他

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。



３．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）

３－⑪ 国際ビジネスコーディネーター

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ー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

３－⑫ 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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３－⑩ 貿易投資相談会

支援対象者：島根県内に事業所を有する企業等

支援内容：貿易投資アドバイザーが、貿易取引や海外進出をはじめとして海外展開に関する個別相
談に応じます（１社１時間程度；無料）。

原則毎月県内２箇所（松江・浜田）で定期的に開催しますが、随時ご相談に応じます。事前にご予約
が必要ですので、下記連絡先までお問い合わせください。

☆無料

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



３－⑬ 海外ビジネスサポート

支援対象者：海外展開を実施している、または検討している企業

支援内容：地域ビジネス推進室では、各種外部専門機関と連携し、お取引様の海外進出（法人設立、販
路開拓、輸出入等）の支援を実施しています。

・貿易決済・外国為替取引のアドバイス
・海外進出に伴う資金調達のアドバイス
・経済状況・投資環境等の情報提供
・企業のニーズに沿った各種提携・協力機関の紹介など

（※一部有料のサービスもございます。）

問い合わせ先 ：鳥取銀行ふるさと振興部地域ビジネス推進室
ＴＥＬ：０８５７－３７－０２７４
またはお近くの鳥取銀行窓口までお問合せください。

３．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）

３－⑭ 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
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＞
・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
・進出国の規制等に照らして 適な資金調達方法を提案、資金ニーズをサポート

☆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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３．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）

３－⑮ 海外ビジネス支援デスク

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

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：お客様の海外ビジネスに関する各種課題に対して、海外ネットワーク先と連携して、 適な
ソリューションをご提供させて頂きます。
１．各種情報提供
(1)海外各国の投資環境、法規制、優遇政策等
(2)海外各国の市場環境、業界動向、海外企業に関する情報等
(3)現地専門家（法律、会計、税務、人材派遣、不動産等）のご紹介
２．コンサルティングサービス
(1)現地法人設立サポート
(2)事業再編・撤退サポート
(3)現地企業との各種提携に関するアドバイス
３．海外進出に関する金融サービス
(1)資金調達支援(スタンドバイL/C、提携リース会社の紹介等)
(2)外国為替（口座開設、両替、海外送金など）

☆ご相談：無料（但し、個別案件となる場合、有料となる可能性あり）
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３－⑯ アジア戦略サポートデスク

問い合わせ先 広島銀行 国際営業部 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：民間企業他
支援内容：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。

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

３－⑰ 海外ビジネス定期相談会

問い合わせ先 広島銀行 国際営業部 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：民間企業他

支援内容：（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】 2014年4月～2015年3月（予定）各月数回程度
【開催時間】 9:00～17:00まで （相談時間は１社 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・無料

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

３．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）
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３．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）

３－⑱ グループ銀行の海外拠点・海外提携銀行・海外業務提携先を活用し
た個別相談・アドバイス

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：
①貿易取引全般に関する相談をお受けしております。
②YMFG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、海外展開に関する個別相談
やアドバイスを行っています。

【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

３－⑲ 海外進出支援、貿易取引相談

支援対象者：韓国、中国、東南アジアに既に進出している、またはこれから進出を検討している企業

支援内容：山口フィナンシャルグループは、地元のお客様への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、海外に勤務経験のある現
地の事情に精通したスタッフを配置し、お客様の海外進出のみならず貿易取引についても強力にバック
アップしております。山口銀行の30年以上にわたる韓国・中国ビジネスに関する豊富な知識や経験は
お客様の海外進出を強力にサポートいたします。

問い合わせ先 ：山口銀行国際部
ＴＥＬ：０８３－２２３－１４９４
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４－① 海外ミニ調査サービス

支援対象者：民間企業等

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 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。

４－② ビジネスアポイントメント取得サービス

支援対象者：民間企業等

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・お申し込み】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）／１社１回

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。

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

４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）

４－③ 海外へのミッション派遣

支援対象者：中小企業等【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、
サービス産業】
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、

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/

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。

HP:http://www.jetro.go.jp
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４－④ Ｆ／Ｓ支援

☆ 一部有料

支援対象者：民間企業他
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課
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）

４－⑤ 海外進出計画策定等支援助成金

支援対象者：島根県内に事業所を有する中小製造業企業のうち、下記のいずれかの事業を営むもの。
ア）機械金属製造業
イ）電気電子製造業
ウ）その他特に知事が必要と認める企業

支援内容：海外子会社設立のための計画策定に必要なコンサルタント、現地調査費等の経費の一部を
助成します。
１）対象経費 海外進出計画等の策定に必要な経費（専門家謝金、現地調査費、通訳翻訳料、印刷
製本費、旅費等）
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 ３００万円以内

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
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４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）

４－⑥ インド（タミルナドゥ州等）へのミッション派遣

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：著しい経済成長を遂げるインドとの経済交流を推進し，現地におけるビジネス機会の創出な
ど，県内企業のビジネスを支援します。
【実施内容（予定）】

○自動車部品マーケット調査団の派遣
・訪問先： インド・タミルナドゥ州など
・内容：現地調査、ビジネスマッチング

（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くださ
い。）

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

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

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。

４－⑦ 米国・ハワイ州との政策ミーティング

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：友好提携を締結している米国・ハワイ州にて導入が進んでいる再生可能エネルギー分野に
おいて，県内企業のビジネスチャンスの創出を支援します。
【実施内容（予定）】

○再生可能エネルギー分野に関して，ハワイ州政府との政策ミーティングの実施
専門家の派遣
・派遣先： 米国・ハワイ州
・内容： 現地調査、政策ミーティング

（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くださ
い。）

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

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

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。
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４－⑧ 米国・カリフォルニア州へのミッション派遣

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：米国・カリフォルニア州シリコンバレーにおいて，県内企業のビジネスチャンスの創出を支援
します。
【実施内容（予定）】

○５分野（ＩＴ，自動車，ヘルスケア，クリーンエネルギー，消費財）に関するビジネスミッションの派遣
・訪問先： 米国・カリフォルニア州
・内容： 現地調査、ビジネスネットワーク構築

（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くださ
い。）

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

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

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。

４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）

４－⑨ 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： 企業の関心の高い国・地域に視察研修団を派遣し、日系及び現地企業等への訪問等を
通じて、ビジネスマッチングの促進を図ります。

【派 遣 先】 マレーシア（予定）
【時 期】 ９月～２月頃の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
等の視察など

【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２５年度 フィリピン
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

※ 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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４－⑩ ニーズ調査（中小企業製品・技術とＯＤＡのマッチング事業）

支援対象者：中小企業等

支援内容：「途上国の開発課題」と「日本の中小企業の優れた製品・技術」とのマッチングを行い，将来
的な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）における日本の中小企業の製品・技術活用のニーズを調査するものです。
【実施方法】
コンサルタント等からの提案を公募します。
【詳細情報】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kanmin/chusho.html
【料金等】
5,000万円を上限に、調査委託費を支払います。

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）
E-mail：odakanminrenkei@mofa.go.jp

４－⑪ 案件化調査（中小企業製品・技術とＯＤＡのマッチング事業）

支援対象者：中小企業等

支援内容：「途上国の開発課題」と「日本の中小企業の優れた製品・技術」とのマッチングを行い，将来
的な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）への企業の製品・技術活用の可能性を調査するものです。
【実施方法】
中小企業等からの提案を公募します。
http://www.jica.go.jp/sme_support/activities/itaku.html
【料金等】
支援金額：3,000万円（機材（同時携行できる小型の機材を除く）の輸送が必要な場合は、5,000万円）
を上限に、調査委託費を支払います。
調査期間：数ヶ月～１年程度

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

４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）
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４－⑫ 中小企業連携促進基礎調査

支援対象者：中小企業等

支援内容：中小企業が持つ優れた技術力を開発途上国の経済社会開発に活かすため、現地への進
出を志す中小企業に対して、現地のニーズや投資環境等の情報収集及び事業計画の立案等を支援し
ます。
【実施方法】
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/fs/index.html
【料金等】
支援金額：1,000万円を上限に委託契約を締結し、JICAが調査経費を負担します。
調査期間： 大1年間

４－⑬ 普及・実証事業（中小企業製品・技術とＯＤＡのマッチング事業）

支援対象者：中小企業等

支援内容：中小企業からの提案に基づく，製品・技術の途上国の開発への有効性を実証し、現地適合
性を高め普及を図る事業です。
【実施方法】
中小企業等からの提案を公募します。
http://www.jica.go.jp/sme_support/
【料金等】
支援金額：途上国開発に有効であることを実証する為の活動及び普及活動等について、1億円を上限
額として委託経費を支払います（資機材購入費・旅費等含む）。
事業期間：1～3年程度

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

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

４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）
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４．事業化に向けて調査したい、計画を立てたい（調査・計画策定）

４－⑭ 協力準備調査（BOPビジネス連携促進）

支援対象者：民間企業等
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。
【実施方法】
企業等からの提案を公募します。
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/BOP/index.html
【料金等】
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： 大３年間（企業等からの提案による）

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

４－⑮ 開発途上国の社会・経済開発のための 民間技術普及促進事業

支援対象者：民間企業等

支援内容：開発途上国の政府関係者を主な対象とする本邦での研修や現地でのセミナー等を通じて，
日本企業が持つ優れた製品，技術，システム等への理解を促すと共に，開発への活用可能性検討を
行うことを目的とします。
【実施方法】
企業等からの提案を公募します。
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/kaihatsu/index.html
【料金等】
支援金額：2,000万円を上限に委託契約を締結し、JICAが事業経費を負担します。
事業期間： 大2年間

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
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