
５．グローバル人材を育成したい、確保したい（人材育成・確保）

５－① 有料職業紹介事業者を介した専門的・技術的人材確保事業
HP:http://www.pref.shimane.lg.jp/rodoseisaku/koyousyuugyou/gijyutujinnzai.html

問い合わせ先：島根県雇用政策課
TEL：０８５２－２２－５３６５

支援対象者：島根県内に事業所を有する機械金属、電機電子分野を中心とした製造業
支援内容：人材派遣会社から紹介された海外展開事業人材採用に係る紹介料を補助します。
【補助対象経費】 紹介料（成功報酬）
【補助率】補助対象経費の１／２以内
【補助上限額】1,000千円

５－② 海外拠点ローカル技術者育成支援助成金

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で、
海外子会社の設立が平成23年4月1日以降であること。
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：海外子会社の技術研修（島根県内生産拠点での研修）や県内拠点からの現地子会社への
技術者派遣にかかる経費の一部を助成します。
１）対象経費 渡航費、滞在費、通訳・翻訳費（国内受入研修事業に限る）
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 経営支援課
空洞化対策・国際化支援グループ
TEL：０８５２－６０－５１１５

５－③ 海外派遣人材等育成事業

支援対象者：岡山県内に本社または主な事業所を有する企業

支援内容：（一社）岡山県国際経済交流協会との連携の下、駐在員予定者や本社海外事業担当者等が
海外進出や貿易等の海外事業展開に際して必要な基礎知識を習得するための講座等を開催

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
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５．グローバル人材を育成したい、確保したい（人材育成・確保）

５－④ 中小企業等グローバル人材確保支援事業補助金

支援対象者： 広島県内企業

支援内容：海外展開を図る県内中小企業等が，専門の人材紹介会社を利用しやすくする仕組みを
構築し，海外事業の経験等を有する県外のグローバル人材の確保を支援します。
【支援内容】
○人材を採用した県内中小企業等への補
助金
・補助対象経費：県に登録した人材紹介会
社へ支払う人材紹介手数料
・補助率：１/２（上限１５０万円/件）
・補助件数：１０件程度

問い合わせ先 ：広島県商工労働局産業人材課
TEL：０８２－５１３－３４２０

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/

５－⑤ 広島県ものづくりグローバル人財育成協議会

支援対象者： 広島県内企業

支援内容：産学官が連携して協議会を設置し，県内企業の海外展開ニーズの高いアジアをはじめと
する各国から優秀な理工系留学生を受け入れ，ものづくり企業のノウハウを活かしたカリキュラムに
よる人材育成を行い，県内企業への就職を進めます。
【協議会構成】
県内企業，広島大学，広島県
【活動内容】
○各国大学における優秀な人材の掘り起こし
○受入留学生への奨学金支給（１０万円／月）
○日本型ものづくり・企業経営を理解するための教育プログラムの実施
○インターンシップの受入，講師派遣 など
【企業負担金】
３０万円／年
（留学生採用企業は，別途５０万円を負担）

問い合わせ先 ：広島県ものづくりグローバル人財育成協議会事務局
（広島県商工労働局産業人材課）
TEL：０８２－５１３－３４２０

HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/globaljinzaiikuseikyougikai.htm
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５．グローバル人材を育成したい、確保したい（人材育成・確保）

５－⑥ 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：民間企業等
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。
【実施方法】
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/recruit_info.html 
【料金等】無料

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

５－⑦ 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：民間企業等
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。
【実施方法】
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/
【料金等】無料（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、派遣期間中の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。

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

５－⑧ 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：民間企業等
支援内容：PARTNERは、国際協力（開発途上国の支援）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5千人）や登録している個人へのスカウト等の
サービスがご利用いただけます。
【実施方法】
ウェブページから登録並びに情報の入手、検索ができます。http://partner.jica.go.jp/
【料金等】無料

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
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－① グローバル農商工連携推進事業

支援対象者：民間企業等

支援内容：農業生産・加工・流通システムの構築及び海外市場におけるブランド構築を図るコンソー
シアムの取組みを支援します。具体的には、民間事業者・団体、大学等研究機関、地方自治体等か
ら構成されるコンソーシアムが、ターゲットとなる海外市場に農林水産物・食品を輸出するため、

①先端技術を活用した国内外のグローバルな農業生産・加工・流通の統合されたシステムによるバ
リューチェーンの構築
②ターゲット市場ニーズを捉えたブランド構築等による需要の創出・拡大
をトータルパッケージで行う実証事業に補助を行います。

○補助金額上限・補助率
先端技術活用システム実証事業 補助上限額：1億円、補助率：１／２
ブランド構築実証事業 補助上限額：1,000万円、補助率：２／３

○公募期間：平成26年4月11日～平成26年5月12日

問い合わせ先 ：中国経済産業局 企画担当
TEL：０８２－２２４－５６２６

６－② 中小企業知的財産活動支援事業費補助金

支援対象者：中小企業者

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。平成２５年度は、鳥取県、島根県、
広島県、山口県、ジェトロ（全国）で実施予定です。

問い合わせ先 ：中国経済産業局特許室
TEL：０８２－２２４－５６８０
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－③ 小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援
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：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。

６－④ 中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金（新連携支援事業）

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：2社以上の異分野の中小企業で連携して新たな事業活動に取り組む方で、中小企業新
事業活動促進法第11条の異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表の中小企業者
支援内容：
（補助金）

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３，０００万円（試作開発を伴わない場合２，５００万円））
(融資・税制など）
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。
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－⑤ 中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金
（農商工等連携対策支援事業）

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：
（補助金）

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３，０００万円（試作開発を伴わない場合、２，５００万円））
（融資・税制など）
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

６－⑥ 小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援
補助金（地域産業資源活用支援事業）

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

なお、認定事業者が中心となって地域資源の指定地域内に所在する４社以上の中小企業者が共同
で認定事業計画を行う事業の場合は、補助上限額が引き上げられます。
支援内容：
（補助金）

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３，０００万円（ただし、４社以上の中小企業者の共同事業の場合は、上限４，０
００万円））
（融資・税制など）
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。
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－⑦ 海外における我が国環境技術の見える化事業

問い合わせ先 ：中国経済産業局環境・リサイクル課
TEL：０８２－２２４－５６７６

支援対象者：日本に本社拠点を有する法人等
支援内容：（委託費）

我が国環境関連機器の新興国での海外展開事業を支援するため、機器・設備の現地での実機導入
を通じた実証を行い、我が国の優れた環境保全技術の有効性を証明する事業を支援します。（環境
保全効果の「見える化」）
対象国や実施分野については、政府が実施する政策対話に基づいたものとなります。

６－⑧ 平成２６年度農山漁村６次産業化対策事業のうち輸出に取り組む
事業者向け対策事業

問い合わせ先 ：中国四国農政局経営・事業支援部事業戦略課
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（内線２１５２､２１６０）

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（支援内容（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、特例民法法人、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、酒類業組合並びにこれらの連合会及
び中央会、有限責任事業組合、その他法人格を有しない団体で事業承認者が特に必要と認める団
体

支援内容： 輸出戦略に掲げる品目について、農林水産物・食品の輸出に取り組む農林漁業者や食
品事業者の組織する団体等が、当該品目の輸出拡大に向けて明確な目標を設定し、以下の（１）から
（６）までの中から選択して行う取組を支援します。
（１）輸出環境整備
（２）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証
（３）海外市場調査
（４）輸出担当者育成
（５）産地PR・国内商談会
（６）海外販売促進活動
【補助率】１／２以内
【公募】公募期間 平成26年2月10日（月）～平成26年5月8日（木）
・公募参加表明書の提出期限 第１次 平成26年2月27日（木）

第２次 平成26年5月1日（木）
・公募締切（課題提案書等の提出期限） 第１次 平成26年3月5日（水）

第２次 平成26年5月8日（木）

上記の他に、ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援、産地が連携した輸出振興体制の構
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。
URL：http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/140212.html
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－⑨ 商談会

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・
伝統産品、ファッション（繊維・アパレル）、コンテンツ（映画・映像・ゲーム・アニメ）】

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】http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/

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

６－⑩ 見本市・展示会

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など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。
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－⑪ 海外展示会出展サポート HP:http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html

☆ 一部有料

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課
TEL：０８２－５０２－６５５５

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海外現地の出展、さらには、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）海外展示会出展時～現地支援

●海外で開催される展示会において、中小機構支援スタッフ（専門家、通訳等）が現地でアドバイス・情
報提供などの支援を行います。
（３）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。
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６－⑫ 海外における販路拡大拠点支援事業
支援対象者： 民間企業
支援内容：
１ 事業概要
海外における県産品の販路開拓拠点（常設）の整備及び県産品輸出手続支援など、県産品の海外
販売を促進する取組を支援します。
２ 事業内容
（１）海外県産品ショップ整備事業〈ハード事業〉
【内容】海外に常設の県産品販売拠点を整備する県内企業等に対する支援
【補助対象経費】
海外県産品ショップの開設または移転にかかる「施設整備費」「什器備品購入費」 《補助率》１/２

（上限3,000千円）
（２）県産品輸出手続代行支援事業〈ソフト事業〉

【内容】海外輸出に係るノウハウ及び人材、経費に不安がある県内企業の製品輸出を先駆的県内
企業等が代行して行う事業に対する支援
【補助対象経費】
・外国語商品ラベル作成、貼付費用
《補助率》２/３（最初の１年間） 同一商品について２年目 1/2
・商品輸出手続書類作成、貼付費用〈衛生証明書等発行に係る経費も含む〉
《補助率》２/３（最初の１年間） 同一商品について２年目 1/2
・コンテナリース料及びコンテナ返送フレート 《補助率》１/２

（３）県産品海外共同販売支援事業〈ソフト事業〉
【内容】 海外販売に係るノウハウ及び人材、経費に不安がある県内企業の製品を先駆的県内企業
等が海外で販売する事業に対する支援
【補助対象経費】
県産品輸出手続代行支援事業の補助対象経費の他、共同販売会場設営費、通訳販売員配置に

係る経費等
《補助率》１/２（上限1,000千円）

問い合わせ先 鳥取県商工労働部経済産業総室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－⑬ 境港利用促進支援事業

問い合わせ先 境港貿易振興会
ＴＥＬ：０８５９－４７－３９０５
鳥取県商工労働部経済産業総室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１

支援対象者： 民間企業
支援内容：
１ 事業概要

境港の既存定期航路の充実と、境港の新規利用の促進及び拡大を目的として、海上運賃及び陸上
運賃を一部助成します。

２ 事業内容
（１）事業名
①境港新規利用企業助成事業
【内容】境港外貿定期航路を利用したことがない荷主又は輸出入者

（過去２年間利用していない場合も含む。）
【補助期間】境港の利用を開始した日から３年間
【助成額】１ＴＥＵ ２万円（年間上限額３０万円）
②境港利用拡大助成事業

【内容】当該事業対象年の境港外貿定期航路利用取扱量が１５ＴＥＵ以上あり、前年と比較して増
加した荷主又は輸出入者
【助成額】増加分につき、１ＴＥＵ当たり１万円（上限５０万円）
③境港小口混載利用促進助成事業
【内容】小口混載貨物（ＬＣＬ）を利用する荷主
【助成額】１ｔ・１㎥につき１千円（上限１０万円）
④環日本海圏航路陸送費助成事業
【内容】環日本海航路を利用するために国内輸送経費を要した荷主又は物流企業
【補助期間】環日本海航路を利用して境港を利用開始した日から３年間
【助成額】１ＴＥＵあたり１万円（上限１０万円）

※１ＴＥＵ→２０フィートコンテナの換算単位。
４０フィートコンテナ（ＦＥＵ）は２ＴＥＵとして換算。
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６－⑭ 境港大量貨物誘致促進支援事業補助金
支援対象者： 民間企業
支援内容：
１ 事業概要
境港定期航路を利用して新規に大量貨物を輸送する荷主に対して輸送経費の一部を助成します。
２ 事業内容
（１） 補助対象者及び貨物の要件
1年間の新規貨物が１００TEU以上あり、かつ境港における利用実績が認定前年度比で１００TEU
以上増加する事業で、県の事業認定をうけたもの。

（※）新規貨物とは、境港の外貿定期航路の利用実績がない貨物、他港から振り替えた貨物、環日
本海定期貨客船航路を利用する貨物及び企業立地認定事業者貨物誘致支援事業により輸送した
貨物。
（※）ＴＥＵは２０フィートコンテナの換算単位
４０フィートコンテナ（１ＦＥＵ）は、２ＴＥＵとして換算
（ＴＥＵ＝２０フィートコンテナ）

（２） 補助内容
○支援期間 事業認定日から３年間
○支援対象 県知事の事業認定を受けた荷主
○補助内容 １ＴＥＵ当たり １５，０００円
○限度額 ７５０万円（年間補助限度額）

２，２５０万円（最大補助限度額：７５０万円 x ３年）

問い合わせ先 境港貿易振興会
ＴＥＬ：０８５９－４７－３９０５
鳥取県商工労働部経済産業総室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７６６１

６－⑮ 海外商談会等開催

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：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。

【2014年度の実施予定】
①鳥取県物産展（台湾・台北）
②北東アジア博覧会（中国・長春）
③METALEX（タイ・バンコク）
④鳥取県物産展（韓国・ソウル）
⑤医工連携商談会（韓国）
⑥食品輸出商談会in山陰（国内）
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６－⑯ ものづくり系企業ビジネスマッチング

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：鳥取県内ものづくり系企業
支援内容：上海と台湾でものづくり系企業を対象に個別ビジネスマッチングを実施する。

【時期】未定

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鳥取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】１，０００千円（１社・年間）
【募集期間】随時（ただし、予算額（平成26年度は12,000千円）が満額になり次第、締め切り）

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

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

６－⑱ 上海ものづくり商談会

問い合わせ先 （公財）鳥取県産業振興機構
企業支援部 販路開拓グループ
TEL：（０８５７）５２－６７０３

支援対象者：鳥取県内ものづくり系企業
支援内容：中国地方の機構合同でものづくり産業分野での中国上海商談会への出展を支援する。

【時期】未定
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６－⑲ しまね海外販路開拓支援補助金 HP:http://www.pref.shimane.lg.jp/brand/ 

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

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：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
ただし、①のうち展示用機械工作物の輸送費、会場費を含む場合は申請1件あたり5,000千円
【公募期間】
年２回（４月及び８月を予定）

６－⑳ 海外展示会への出展及び商談会（機械金属分野）

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、海外展示会出展及び商談会（国
内、国外）を開催します。
☆展示会出展費用、旅費、輸送費など一部有料

問い合わせ先 ：（公財）しまね産業振興財団 販路支援課 取引支援グループ
TEL：０８５２－６０－５１１４
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６－㉑ 岡山デニム世界進出支援事業

支援対象者： 岡山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
E-mail：sangyo＠pref.okayama.lg.jp

６－㉒ 日系ものづくり企業現地商談会の開催

支援対象者：岡山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
E-mail: info@optic.or.jp

６－㉓ 海外工業見本市への出展

支援対象者：岡山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
E-mail: info@optic.or.jp
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６－㉔ 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

６－㉕ 中国西部国際博覧会への出展
HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

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

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：経済交流協定を締結している中国・四川省で開催される「中国西部国際博覧会」への共同
出展により，同省への生活用品等の販路拡大を支援します。
【開催場所及び時期（予定）】
・場所 四川省成都
・時期 平成26年10月頃

☆ 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。
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６－㉖ 海外における物産展の開催等
HP:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/

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・３３８２

支援対象者：広島県内企業、県内団体等
支援内容：海外における物産展の開催等による食品や一次産品の販路拡大を支援します。
【開催場所及び内容（予定）】
○中国
・四川省成都 物産展及びPRイベント（平成25年11月頃）
・上海 見本市（平成26年11月12日～14日）
・香港 物産展及びPRイベント（平成25年12月頃）
○マレーシア
・物産展及びPRイベント（平成26年3月頃）

（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。）

☆ 現地への旅費等、経費負担が必要なものがあります。

６－㉗ 広島県環境浄化産業クラスター形成事業補助金

支援対象者：広島県内に事業所を置く「ひろしま環境ビジネス推進協議会」の会員企業であって，①
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第２条第１項に規定する中小企業者（以下「中小
企業者」という。），又は②中小企業者と共同で事業を行う大企業

支援内容：県内環境関連企業の生産力や技術力を生かして，環境問題が深刻化する中国を始めと
するアジア地域等の海外市場での新事業展開などを促進するため，環境関連分野において，海外
で開催される展示会への出展や海外企業の商談等，海外市場の開拓のための取組に要する経費
に対し補助金を交付します。
【補助対象経費】
・海外に関する市場調査及び事業化可能性調査に係る経費
・海外での商談会，展示会などへの参加に係る経費
・海外企業との商談活動に係る経費
・海外での事業化に係る経費
※ 各経費の詳細は，下記HP等を参照ください。
【補助金額等】
・ 補助金額：１００万円以下
・ 補助率 ：１/２以内
・ 交付件数：２０件程度

問い合わせ先 ：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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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－㉘ ＯＤＡ事業採択支援

支援対象者：広島県内企業、県内団体等

支援内容：ＯＤＡを活用した県内企業の海外展開を支援するため，環境・再生可能エネルギー分野にお
いて，県内企業のＯＤＡ事業採択を支援します。
【実施内容（予定）】
○環境・再生可能エネルギー分野に関する採択支援
・研究会議の開催
・連携先（候補）との調整
・現地（候補地）視察

（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。

６－㉙ 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

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）

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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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－㉚ 韓国大邱国際食品展への出展

支援対象者：広島県内に事業所を有する食品関係企業

支援内容：広島市の姉妹都市である韓国・大邱広域市で開催される「韓国大邱国際食品展」への出
展を取りまとめることにより、姉妹都市からの出展支援を受けられるようにするとともに、広島地域の
食品のPR及び販路拡大を推進します。
【展示会の概要】
会期：平成26年6月12日（木）～15日（日）
会場：EXCO：大邱コンベンションセンター(韓国・大邱広域市)
【支援内容】
広島市の姉妹都市である大邱広域市より、次の支援が受けられます。
(１) 出展料：組立式ブース料金2,400USドル（約24万3千円）を10万円に割引

排水、ガス等、組立ブース基本装置以外の付帯装備は別途実費負担
(２) 宿泊：１ブース出展につき、ホテル１部屋（朝食付・5泊分）を提供
(３) 通訳：１ブース出展につき1名を、展示期間・時間中に限って支援
(４) 注意事項：支援の対象となるには、6/12～6/15の全期間出展する必要があり、
期間中に展示を撤去した場合は、支援の対象外となります。

【参考URL】
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1394451739280/index.html

問い合わせ先 ：広島市経済観光局産業振興部商業振興課
ＴＥＬ：０８２－５０４－２３１８
ＦＡＸ：０８２－５０４－２２５９
E-mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp

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

問い合わせ先 ：（公財）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．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－32 山口県・山東省貿易商談会

支援対象者：民間企業（山口県内の事業者に限る）

支援内容：山口県、下関市等が構成する貿易商談会等実行委員会が、県内企業の海外事業展開、
販路拡大及び経済交流促進を目的として、中国企業と事前予約制の個別商談会を実施します。
※紹介ＨＰ http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16900/sinjigyo/shoudankai26-bj.html
【H26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：Ｈ２６ ６月２７日まで
開催時期：Ｈ２６ １０月２２日、２３日
開催場所：中国 山東省（済南市、青島市）

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

６－33 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力

支援対象者：中小企業等

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。）
【実施方法】
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。
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
【料金等】詳細は調達代理機関による公示をご参照ください。

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
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６．海外への販路を開拓したい（海外出展・商談会・補助事業）

６－34 ものづくり商談会＠バンコク2014

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：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】

2014年6月20日(金)～21日(土) 10:30～17:30
1日目(6月20日)：主に出展企業と一般来場企業との商談
2日目(6月21日)：主に出展企業同士の商談
【会場】
『BITEC』 2階 GH203、MR210、MR211-213会議室
88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, Thailand

【規模】
出展ブース 160ブース(予定)、 来場見込数 2,000名
【出展費用】

1ブース60,000バーツ（VAT抜き、オプション等で異なります）
※タイ国外からのお申込みの場合、2,000バーツ（VAT抜き）が加算されます。
視察のみ：無料

問い合わせ先 広島銀行 国際営業部 国際営業室
ＴＥＬ：０８２－５０４－３９２３

６－35 FBC上海2014（ものづくり商談会）

支援対象者：中国で部材調達・販路拡大を図りたい製造業企業

支援内容：中国でのビジネス進出・拡大を目指す自動車・電機・電子・機械など日系製造業者皆さまの
ニーズに応える機械製造業特化型の商談会です。
・中国に拠点のない方でもお申込みいただけます。

・日系製造業企業に加え、日系製造企業との取引を望む中国系企業が集まり、具体的な商談を行い
ます。
【日程】

2014年9月3日(水)～4日(木) 9:00～17:00
1日目(9月3日)：出展企業間の商談、情報交換
2日目(9月4日)：来場企業(日系企業、中国企業)との商談、情報交換
【会場】
『上海世貿商城 （Shanghai Mart）』3･4階（上海市長寧区興義路99号（会場入口: 興義路））
【規模】
出展ブース 600ブース（予定）、来場見込数4,500社/7,000名
【出展費用】

1ブース7,300人民元（オプション等で異なります）
視察のみ：無料

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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６－36 Japanese Food Trade Fair in Singapore 2014

支援対象者：シンガポール・アセアン地域への販路拡大を希望の食品製造業、農産物生産者および食
料品を扱う商社（シンガポールに拠点がない事業者も出展できます。）
【イベント概要】
・地方銀行7行のお取引先食品関連企業42社が出展予定で、シンガポール大手小売業、食品商社、
ホテル、スーパーマーケット、外食産業等の企業（約500社）のバイヤーに出展企業・商品の情報を事前
にご案内するため数多くの商談機会が期待できます。
・開催する2日間ともに出展者と招聘した現地バイヤー企業のみに限定したクローズド商談会であり、
厳選されたバイヤーと落ち着いた環境の中で商談いただけます。
【日程】

2014年9月3日(水)～4日(木)
10:00～18:00（4日は17：00迄）
【会場】
『ペニンシュラ・エクセルシオール・ホテル・シンガポール』

Peninsula. Excelsior Hotel Singapore
（5 Coleman Street, Singapore 179805）
【規模】
《出展者》地方銀行7行のお取引先食品関連企業約42社
《バイヤー》シンガポールの大手小売業、食品商社、ホテル、スーパーマーケット、外食産業等の企業
（約500社）のバイヤーに事前にご案内
【出展費用】

1,250シンガポールドル（オプション等で異なります）

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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