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• 中国地域では、支援機関等の３６機関で構成する「中国地域中小企業海外展開支援会議」を設置 
    （平成２２年１０月２８日）、中小企業の海外展開を支援する体制整備を行っています。 
• 中小企業が国際競争に対応して海外展開を進めていくためには、情報収集・相談、マーケティング、

人材の育成、資金繰り、投資環境の改善など多くの課題解決が必要です。 
• このような中小企業の皆様の様々な要望にお応えするため、「中国地域海外展開支援会議」メン 
          バーが実施する海外展開支援メニューを１つの冊子にまとめました。 
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 索引（機関別） ６７ 

７－①  貿易保険 （独）日本貿易保険 ５３ 

７－②  海外ビジネス展開支援資金  山口県 ５３ 

７－③  海外展開・事業再編資金  日本政策金融公庫 ５４ 

７－④  スタンドバイ・クレジット制度  日本政策金融公庫 ５５ 

７－⑤  海外資金調達  中国銀行 ５６ 

７－⑥  海外ビジネス支援デスク  トマト銀行 ５６ 

７－⑦  海外資金調達  広島銀行 ５７ 

７－⑧ 
 グループ銀行の海外拠点・海外の提携銀行を活用した現地通貨建 
   資金調達支援 

 もみじ銀行 ５７ 

７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 



 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、海外展開支援施策情報を提供し 
       ています。登録希望の方は、下記の番号（直通）にご連絡をお願いします。 
       ※無料   

問い合わせ先：中国経済産業局産業部国際課              
          TEL：082-224-5659      
          HP : http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/international/index.html 

１－③ 海外ブリーフィングサービス 
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（無料）。 
       現地にご出張の際等にご活用下さい。以下のウェブサイトよりお申し込みください。 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/services/briefing 
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１－② 国・地域別 海外ビジネス情報 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：海外ビジネスに関する情報（概況から投資等に関わる現地制度や貿易為替制度、統計デー    
                 タやビジネスに関わるトピック、投資コスト比較等）を、世界70超の国・地域についてジェトロ 
                 のウェブサイトから入手できます。企業様のご関心が高い国・トピックについて調査レポート 
                 も掲載しています。 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/world/をご覧下さい。 
 
       ※国・地域別のほか、トップページからは、目的別（輸出／海外進出）／産業別 での情報 
         検索も可能です。 

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       

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       



 １．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集） 

１－④ 引合案件データベース（TTPP) 
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（無料）。                                                  
                【詳細情報・ご登録】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html 
        
                 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】 
                  HP: http://www.jetro.go.jp/lib/database.html#directory   

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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１－⑤ 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ます。 
                ※無料 
                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 



 １．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集） 
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１－⑦ 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：https://www.hiwave.or.jp       

１－⑥ JICA情報サイト（ODA援助方針、途上国の開発課題等） 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：JICAの中小企業海外展開支援の活用に必要となる、途上国の開発課題やODA国別援助 
               方針、JICAの各国の取り組みや過去の報告書を以下のウェブサイトで閲覧いただけます。 
               ① 外務省 国別援助方針 
                HP: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo.html 
               ② 外務省 事業展開計画 
                HP: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/jigyou/index.html 
               ③ JICA  各国における取り組み 
                HP: http://www.jica.go.jp/regions/index.html 
               ④ JICA図書館（各国の案件情報や報告書が閲覧できます） 
                HP: https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/Index.html 
               ⑤ JICA中小企業海外展開支援 事例紹介 
                HP: http://www.jica.go.jp/sme_support/case/index.html 

問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 



 １．海外展開に関する情報を入手したい（情報収集） 

１－⑧ 海外事業展開支援情報ポータルサイト 
 
支援対象者：山口県内の企業 
支援内容：県内企業の海外展開検討または実施をサポートする情報を、インターネットの活用により 
       幅広く提供します。 
                 HP: http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16900/sinjigyo/kaigaitenkai.html 
       ※「山口県」「海外支援」で検索 

問い合わせ先：山口県商工労働部新産業振興課 
          ＴＥＬ：０８３－９３３－３１４０            
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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：・中国銀行では国際部アジアデスクを中心として、香港、上海、シンガポール、バンコク、 
                  ニューヨークを結ぶ海外ネットワークにより、お取引先企業の海外進出をバックアップさせ 
                  ていただきます。 
                  初めての貿易取引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サポートし 
                  ます。 
                ・海外拠点およ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。上記海 
                  外拠点に加え、東南アジアの現地銀行にも中国銀行の行員を派遣しておりますので、現 
                  地における生の情報をお届けいたします。 
                <アジアデスクの主な業務内容> 
                 ○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 
                 ※ご相談は無料 
                 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           



 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 
               を行っています。タイTMB銀行へは行員を2名派遣しており、タイムリーな情報提供が可能 
               です。 
             【山口銀行海外拠点】 
              中国 大連支店・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 
               ベトナム    ベトコムバンク 
              【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、（株）メイク（海外販路開拓） 
       （株）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 事業性評価部内 ソリューション推進グループ 
          TEL: 082-241-3481 
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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） 

２－① 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業によるミラサポの 
     専門家派遣等 

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中小企業からの高度・専門的な支援課題に対し、ミラサポの専門家を派遣して課題解決 
                    を支援します。 
       ② ITクラウドを活用した支援ポータル（ミラサポ）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。 
       ※無料（専門家派遣は３回まで無料） 

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 

支援対象者：中小企業等 
支援内容：海外展開を目指す中小企業等に対し、知財制度を中心に海外展開に際して必要とされる知 
                識や留意点等を紹介するセミナーを開催します。 

問い合わせ先：中国経済産業局特許室 
                       TEL: 082-224-5680   
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２－③ セミナー・講演会 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：ベトナム投資環境セミナー、TPP活用セミナー等、東京及び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。 
                広島およびその近辺でのセミナー開催情報は下記「お問い合わせ先」のジェトロ広島事 
                 務所ウェブサイトをご覧下さい。 
   
    

２－② 海外展開知財セミナー 

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       



 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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２－④ 貿易実務オンライン講座 
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（有料）。 
       【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】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/elearning 
 
                ※2016年度「貿易実務オンライン講座」（4月期～12月期）をお申し込みの方に「5分でわ 
                    かる！貿易のまめ知識」（冊子）をプレゼントいたします。さらりと読むうちに、専門知識 
                    が得られます。   
    

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       

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：中小機構中国支部が、各地の支援機関と共同で国際化に関心をもつ中小企業車を対象  
                 に海外の販路開拓支援等に必要なセミナーを開催いたします。 
                 ※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 



 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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２－⑦ 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。 
       ※ミッション派遣など一部有料 
 
   
    

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 

２－⑥ セミナー、募集説明会 

支援対象者：民間企業等  
支援内容：年数回実施される公示案件の募集説明会や、JICAの支援制度に関する説明会、国や地域、 
               分野に絞ったセミナーを年数回開催しています。参加無料です。 
               開催情報は、JICA中国HP: http://www.jica.go.jp/chugoku/index.htmlをご覧ください。 

問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 

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 
          mailto： marketing@pref.okayama.lg.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） 
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支援対象者：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、新分野への進出や販路拡大等の海外事 
                 業展開に際して、意欲ある若手経営者や海外事業担当者等に必要とされる実践的なビジ 
                 ネス・スキルや、駐在、出張等に関する必要な基礎知識を学ぶセミナーや講座等を開催 

２－⑨ グローバルビジネスコミュニケーション能力養成講座、 
     海外派遣人材育成事業 

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 
          mailto: oiba@optic.or.jp 

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）。 
       【開催予定】 
       第１回 平成２８年 ５月頃 
       第２回 平成２８年 ８月頃 
       第３回 平成２８年１１月頃 
       第４回 平成２９年 ２月頃 
       【開催場所】 
       広島市内 
       ※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：https://www.hiwave.or.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） 
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２－⑪ 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。 
       【入門編】 
       広島会場 平成２８年 ６月 １日（水） 
       福山会場 平成２８年 ６月 ２日（木） 
       【基礎編】 
       広島会場 平成２８年 ９月１５日（木） 
       福山会場 平成２８年 ９月１６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：https://www.hiwave.or.jp       

２－⑫ セミナー、定期相談会 

支援対象者：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。 

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 
                      HP: http://www.hiroshimacci.or.jp/ 

２－⑬ 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。 
                 ※原則無料 
                 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           



 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） 

２－⑭ 海外ビジネス支援セミナー 

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：最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随時開催します。 
       ※無料 

問い合わせ先：トマト銀行コンサルティング営業部 海外ビジネス支援デスク 
                     TEL: 086-800-1820 
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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） 

３－① 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。また、 
       企業での豊富な知財経験と海外駐在経験を有する知的財産のスペシャリストである海外 
       知的財産プロデューサーに相談することもできます。 

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

12 

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。 
       HP: http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima/advice.html 
                貿易投資相談でよく寄せられる相談事例をQ&A形式で        
                 HP: http://www.jetro.go.jp/world/qa.html 
                 に掲載しています（キーワード検索可能）。 

３－② 貿易投資相談 

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       



 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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支援対象者：中小企業 
                    ※対象分野：農林水産・食品、デザイン製品・伝統産品、日用品（中国・アセアン市場）、 
                 ファッション（アパレル、テキスタイル） 
                    ※事前審査あり 
                    ※ただし、農林水産・食品分野の場合は中小企業以外も利用可能。 
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。 
               【詳細情報】 
                HP: http://www.jetro.go.jp/services/export.html 

３－③ 輸出有望案件支援サービス 

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       

支援対象者：次の分野の中堅・中小・小規模事業者 
                    ※１農林水産・食品、２機械・環境、３デザイン製品・日用品、４ファッション、５インフラ・プ 
          ラント、６コンテンツ、７ヘルスケア 
                    ※分野によりご対応可能な「国・地域」が限定されます。また、大企業も支援対象に含ま 
                        れる場合がありますので、まずはお問い合わせ下さい。 
支援内容：ジェトロが海外に配置する各分野の専門家（海外コーディネーター）が、「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、市場参入の初 
                期段階での疑問等について、現地ならではの感覚・視点で、ご質問・相談に簡易レポート 
                形式にてお答えします（無料）。  
                HP: www.jetro.go.jp/services/coordinator/ 
       コーディネーターが提供する「マーケティング情報」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。 
                HP: http://www.jetro.go.jp/world/marketing 
       また、海外へ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/services/briefing.html 

３－④ 海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス 
         （調査レポートによる回答） 

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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支援対象者：民間企業等 
                    ※対象分野：１機械・環境、２生活関連、３サービス 
                    ※分野により小規模事業者から大企業まで、ご利用いただける事業者様が異なります。 
支援内容：現地販路開拓等において、企業様が抱える課題や疑問点（社内体制の作り方、海外展示 
               会出展の準備、契約締結における注意点等）に対し、ジェトロの専門家が、訪問やE-mail等 
               を通じてご相談に応じます 
               ※無料 

３－⑤ 専門家によるものづくり・サービス産業海外展開相談サービス 

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       

支援対象者：民間企業等 
                    ※対象分野：１流通・小売業、２外食業、３理・美容業、４教育関連業、５その他生活関連 
                        サービス業（介護・福祉サービス、コンテンツ関連業）等 
                    ※地域・国の限定あり。 
                    ※事前審査あり。 
                    ※ご利用には、公募期間中の応募が必要となります（公募時期未定）支援内容：民間企 

                      業等 
          ※対象分野：１流通・小売業、２外食業、３理・美容業、４教育関連業、５その他生活関連 
            サービス業（介護・福祉サービス、コンテンツ関連業）等 
                  ※地域・国の限定あり。 
                  ※事前審査あり。 
                  ※ご利用には、公募期間中の応募が必要となります（公募時期未定） 
支援内容：海外進出や出店を目指す企業の皆様を、海外進出検討段階から最長2年間、サポートしま 
                 す。 
                【支援事項】  
                海外進出に関するアドバイス 、パートナー候補の紹介、会社設立に関する専門家（会計事 
                務所等）の紹介、海外進出に関するサポート企業（各種サプライヤー、不動産会社、物流会 
                社、マーケティング・プロモーション会社等）の紹介 、対象都市の有力商圏視察のアレンジ 

３－⑥ サービス産業個別企業支援 

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       



 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） 

３－⑦ BOP/ボリュームゾーン・ビジネス相談 
 
支援対象者：途上国の低～中所得者層をターゲットとした製品・サービスで新たに市場参入を検討し 
                    ている日本法人  
                    ※対象国の限定あり。 
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】 
                  HP: https://www.jetro.go.jp/services/bop_advice.html 
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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 
               ＴＶ会議システムを利用したアドバイスを実施いたします。 
              ※無料 
               HP: http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/index.html 

３－⑧ 国際化支援アドバイス（海外ビジネス定期相談会） 

３－  海外販路開拓コーディネーター 

支援対象者：民間企業等 
支援内容：JICA中小企業海外展開支援にご関心のある方、応募をご検討の方への相談を無料で行っ 
                ています。  
                下記窓口までお問い合わせください。 

３－⑨ JICA中小企業海外展開支援相談 

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       

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 

問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 



 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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支援対象者：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 

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   

３－⑩ 海外展開相談支援 

３－  海外販路開拓コーディネーター 

支援対象者：県内企業 
支援内容：県内企業が国外で行う海外販路開拓活動に、とっとり国際ビジネスセンター職員をアドバイ 
                 ザーとして同行させ、県内企業の海外展開を支援する。 
                【利用制限】一社３回/年 
                【募集期間】初回のみ公募予定、以降随時募集（ただし、予算等の範囲内で実施する） 
                【費用について】事業実施にあたっての、職員の同行に要する経費は機構負担とする 

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     

３－⑪ 海外販路開拓活動同行支援事業 

支援対象者：県内企業 
支援内容：海外企業との取引の成約率を高めていくため、県内企業の海外展開の取組に対し、企業 
       が抱える困難な課題に対して、外部専門家（※人材派遣機関と委託契約締結）を派遣し支 
       援を行う。 
       【経費負担】外部専門家派遣に必要な経費は機構負担とする 
       【経費負担の上限】80万円/1年間に達するまで 
       【募集期間】初回のみ公募予定、以降随時募集（ただし、予算等の範囲内で実施する） 

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   

３－⑫ 海外展開外部専門家派遣事業 
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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国際化支援アドバイザーが、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。 

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 

３－⑬ 海外取引に関する個別相談 

支援対象者：国際化支援アドバイザーが、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）。 
                    ※予約制 

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 

３－⑭ 貿易投資相談会 ※予約制 

３－⑮ 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 
             mailto: oiba@optic.or.jp 

支援対象者：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．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） 

３－⑯ シリコンバレーにおける事業展開支援 
支援対象者：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）】 
                 １ シリコンバレーセミナーの開催（広島市内） 
                     シリコンバレーの現状，可能性，取り組みなどを情報提供 
                 ２ 米国企業と県内企業等のビジネスネットワーキングを実施 
                     現地に設置するコーディネータを通じてビジネスパートナーとなる企業等を紹介 
                 ※現地への旅費等，経費負担が必要なものがあります。 
 
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                                                                          

３－⑰ 海外ビジネス政策顧問による支援 
支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：広島県が設置している「海外ビジネス政策顧問」を通じて，現地経済情報等の提供，商談 
                先の紹介，ビジネスマッチングなどを支援する。 
                ≪海外政策顧問≫ 
               黄 茂雄氏（台湾） 
               中華民国工商協進会栄誉理事長，「東元グループ」総帥 
 
               ニレンドラ・ウパデアーエ氏（インド） 
               インド共和国法に関する外国法事務弁護士 
              過去15年以上にわたって日本企業のインド進出等を支援 
 
             池野 文昭氏（米国：シリコンバレー） 
             スタンフォード大学バイオ・デザインクラークセンター所属 
             シリコンバレーのイノベーションを生み出すノウハウを日本企業の新事業展開に活かすた 
              めの知識・経験及び広範なネットワークを有する 

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 
                      mailto: syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp 
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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 海外見本市への出展支援（環境浄化分野） 

支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：県内に事業所を置く中小企業で「ひろしま環境ビジネス推進協議会」（下記ＨＰアドレス参 
       照）の会員企業が，環境浄化分野の製品・サービス等の海外展開を図る目的で，海外の 
       展示会に出展する場合に，経費の一部を支援する。 
       ○補助対象経費：従業員の渡航旅費，展示会への出展料及び出展ブースの装飾料， 
                   展示物及び配布物等の作成（翻訳料を含む）及び輸送に要する経費, 
                                            通訳料等 
                 ○補助率：１／２ 
                 ○補助上限額：１,０００千円 
                 HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/73/kankyokyogikai.html 

問い合わせ先：広島県商工労働局海外ビジネス課 
          TEL： 082-513-3364 
          mailto： syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp           
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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） 
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３－⑲ 海外での事業活動に対する支援（環境浄化分野） 
支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：県内に事業所を置く中小企業で「ひろしま環境ビジネス推進協議会」（下記ＨＰアドレス参 
                 照）の会員企業が，環境浄化分野の製品・サービス等の海外展開を図る目的で，下記の 
                 事業を行う場合に経費の一部を補助する。 
                 ① 海外で普及実証事業を行う場合 
                 ② 海外での拠点（現地法人，支店，駐在員事務所等）の設置及び現地企業・機関との業 
                       務提携等を行う場合 
                 ≪補助対象経費≫ 
                 ①  実証機材の輸送・組立・設置費，実証データ取得費，専門家等の人件費（事業提案 
                        者の業務従事者の直接人件費を除く。），従業員の旅費，通訳料，現地活動費 等 
                 ②  海外現地拠点の設置等に係る，現地法令への適合状況の確認調査等に係る経費， 
                        現地拠点の設置等に係る契約書等の書類作成に係る経費，従業員の旅費（提携先 
                        との契約締結に係る具体的な用務に限る。），通訳・翻訳料 等 
                 ≪補助率≫ 
                        全て１／２ 
                 ≪補助上限額≫ 
                ① ３,０００千円 
                ② １,０００千円 
                HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html 

問い合わせ先：広島県商工労働局 海外ビジネス課 環境関連産業海外展開グループ 
           TEL: 082-513-3364 
                      mailto: syokaigai@pref.hiroshima.lg.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） 

３－⑳ 個別対応による支援（環境浄化分野） 

支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：県内に事業所を置く中小企業で「ひろしま環境ビジネス推進協議会」（下記ＨＰアドレス参 
       照）の会員企業が，環境浄化分野の製品・サービス等の海外展開を行う企業に対し，海外 
       の連携機関による提携先の発掘やコーディネーターによるハンズオン支援（海外商談随行， 
       実証試験実施や契約締結に係る助言等）を行う。 
                 HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html 
 

                    

３－㉑ 個別対応による支援（医療福祉分野） 
支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：医療福祉分野の海外展開について，個別企業ごとに支援します。 
       ① 個別相談対応（研究会会員企業対象） 
       ② 専門家派遣（案件に応じて） 
       ③ 広島県補助金の活用（案件に応じて，公募時期あり） 
       〔補助対象は海外規制対応経費，展示会出展経費等〕 

問い合わせ先：広島県商工労働局医工連携推進プロジェクト・チーム 
           TEL：082-513-3351 
                      mailto: syoikourenpt @pref.hiroshima.lg.jp 
                      （公財）ひろしま産業振興機構（実施機関） 
                      ひろしま医工連携推進センター 
                      TEL：082-240-7709 
                      mailto: ikouren@hiwave.or.jp 
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問い合わせ先：広島県商工労働局 海外ビジネス課 環境関連産業海外展開グループ 
           TEL: 082-513-3364 
                      mailto: syokaigai@pref.hiroshima.lg.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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11 

支援対象者：山口県内の企業 
支援内容：企業の進出意欲の高い地域の実情に精通したコーディネータを配置することにより、海外 
       展開に係る相談へ対応します。 
       また、必要に応じて適切な支援機関につなぐサービスを展開するとともに、海外販路開拓 
       支援助成金、国際展示会への共同出展支援による個別支援を提供します。 
 
       ※相談料：無料 

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       

３－㉒ 海外販路開拓コーディネーター 

３－㉓ 海外ビジネスサポート 

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 
                             詳しくはお近くの鳥取銀行窓口もしくは下記へお問い合わせください。 
            TEL: 0857-37-0274         

支援対象者：民間企業等 
支援内容：地域ビジネス推進室では、海外展開を検討されているお客様に対して、各分野の専門機 
                関や公的機関と連携してサポートを行い、海外ビジネスの様々なニーズにお応えしていま 
                す。 
               ・貿易決済・外国外為取引のアドバイス 
               ・海外進出に関する各種情報提供 
               ・海外の経済環境・投資環境等の情報提供 
               ・海外リスク情報、リスクマネジメントサービス取扱企業のご紹介 
               ・海外企業とのビジネスマッチング 
               ・海外現地法人の資金調達（スタンドバイＬ/Ｃ） 
               ※一部有料のサービスもございます。 



 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） 

３－㉔ 海外進出支援グループ 

問い合わせ先：山陰合同銀行 地域振興部 海外進出支援グループ 
          詳しくはお近くの山陰合同銀行窓口もしくは下記フリーダイヤルへお問い 
          合わせください。 
          TEL: 0120-593168 

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グループ 
       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 
       支援グループ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最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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３－㉕ 海外ビジネス支援デスク 
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、最適 
       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．海外商談会・海外視察、海外バイヤー招聘等の企画・開催 
                ３．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 
                ※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） 

問い合わせ先：トマト銀行コンサルティング営業部 海外ビジネス支援デスク 
                      TEL: 086-800-1820 



３－㉖ アジアサポートデスク 

問い合わせ先：広島信用金庫 お客様サポート部 
                      ビジネスサポート室 アジアサポートデスク 
                      TEL: 082-245-0513  / FAX: 082-245-0666      

支援対象者：広島県内に事業所を有する企業等 
支援内容：【相談内容】 
       ○海外投資に関する相談 
       ○貿易実務に関するご相談 
       ○海外進出先のフォローアップ 
       ○海外進出・海外取引に関するセミナー、視察・商談会 
       ○海外取引ビジネスマッチング 
       ○海外進出のための資金調達 
       ○各種情報提供 
       広島信用金庫では、信金中央金庫をはじめとした外部機関と連携して、県内企業の海外 
       展開をお手伝いしています。 
       【海外業務提携先】 
       東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、ALSOK、日本貿易保険、ベトナム投資 
       開発銀行、ベトナム輸出入銀行、広島県 
        
       HP: http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/houjin/support/asiabuz.html 

 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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３－㉗ アジア戦略サポートデスク 

支援対象者：民間企業他 
支援内容：【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。   
                【海外での交流会の開催】 
                 中国、タイ、シンガポール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、シンガポールで開催しており 
                 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。 

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



 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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３－㉘ 海外ビジネス定期相談会 

支援対象者：民間企業他 
支援内容：【概要】 
                株式会社広島銀行では、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人ひろしま産 
                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、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、是非活用 
               ください。 
               【日程】 
                2016年4月～2017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社最大90分） 
               【会場】 
                広島会場：中小企業基盤整備機構中国本部 
                福山会場：福山商工会議所 
               【その他】 
                予約制・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 



 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） 

３－㉙ 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。タイTMB銀行へは行員を2名派遣しており、現 
                  地でのきめ細かい対応が可能です。 
              【山口銀行海外拠点】 
               中国 大連支店・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 
               ベトナム    ベトコムバンク 
               【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、（株）メイク（海外販路開拓）、 
        （株）GIIPジャパン（コンサルティング） 
    
         ※相談は無料 
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問い合わせ先：もみじ銀行 事業性評価部内 ソリューション推進グループ 
          TEL: 082-241-3481 



 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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３－㉚ 海外ビジネスサポート 

支援対象者：海外と取引している、またはこれから取引を検討される企業 
支援内容：山口銀行は、海外と取引している、またはこれから取引を検討されるお客様が抱える課題 
               解決のために、様々なソリューションツールを提供いたします。 
               【サポート内容】 
                ・貿易取引、外国為替取引に関するアドバイス 
                ・海外向け保証、または現地法人向け融資のご相談 
                ・ビジネスマッチング 
                ・ビジネスセミナーのご案内 
                ・海外支店（青島・大連・釜山）を通じた現地情報のご提供 
                ・海外進出（現地法人設立等）サポート 
                ・各種協力機関のご紹介 
               山口フィナンシャルグループのお取引先はもちろんですが、取引のないお客様でもお取引 
               行のスタンドバイＬ/Ｃを差し入れていただくなどの方法で、中国・韓国での融資を取り扱っ             
               ております。一度、ご相談ください。 

問い合わせ先：山口銀行 事業性評価部 
          TEL: 083-223-4091 



４－① 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】 
                  HP: http://www.jetro.go.jp/services/appointment.html 
 

４－② 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（有料）。                                                
                 【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】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/services/quick_info.html 

 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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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       

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       



４－③ 海外へのミッション派遣 
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、ラ                   
                      イフサイエンス、機械・機器、環境・エネルギー、インフラ・プラント等 
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、最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】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/events/mission/ 

 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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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       

４－④ 海外ビジネス戦略推進支援 
支援対象者：民間企業他 
支援内容：海外展開初期段階での一貫した支援メニューの中から、専門家と相談しつつ、希望する支 
               援を受けられます。 
               ○国内での事業計画策定支援 
               海外展開における事業計画策定のため、国内での事前の情報収集等について効果的なア 
                ドバイスを行います。 
               ○海外での現地調査支援 
               海外現地に精通した中小企業基盤整備機構（以下、中小機構という。）の専門家又はコン 
               サルティング企業などが現地調査に同行し、現地調査のために必要な調査費用の補助を 
               行います。 
               ○WEBサイト（海外取引実施目的）構築支援 
                中小企業・小規模事業者がＩＴを活用した効率的・効果的な海外販路の構築を行うため、専 
                門家が効果的なWEBサイト作成に向けたアドバイスを行うとともに、WEBサイトを外国語化 
                する費用を補助します。 
               ○物流・決済支援 
                中小企業・小規模事業者に効果的な物流、決済サービスの活用についてアドバイスを行う 
                とともに、物流企業とのマッチング機会の提供を行います。 
                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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４－⑤ 基礎調査 
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き、中小企業の持つ優れた技術力と商材、事業アイデアによる 
               開発課題解決の可能性及びODA事業との連携可能性の検討に必要な基礎情報の収集と 
               事業計画案の策定に係る調査を実施する。 
               【実施方法】 
               中小企業等からの提案を公募します。 
               HP: http://www.jica.go.jp/sme_support/activities/fs.html 
               【料金等】 
               支援金額：850万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：数ヶ月～１年程度 

 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 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。 
               HP: 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 
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問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 

問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 



４－⑦ 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。 
       HP: http://www.jica.go.jp/sme_support/activities/teian.html 
       【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 

 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） 

４－⑧ 協力準備調査（BOPビジネス連携促進）  
支援対象者：中小企業等 
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。 
       HP: 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：最大３年間（企業等からの提案による） 
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問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 

問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 



４－⑨ 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。 
               HP: 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：最大2年間 

 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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問い合わせ先:（独）国際協力機構（JICA）中国国際センター 

          ①〒739-0046 東広島市鏡山3-3-1 ひろしま国際プラザ内 総務課 民間連携担当              
          TEL： 082-421-6300 
          ②〒730-0017広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル JICA民間連携担当 
          TEL： 080-5754-8534（携帯） 

４－⑩ 島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金 
     （海外進出計画策定事業） 
   
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 総合支援部 販路支援課 国際化支援グループ  
           TEL: 0852-60-5114 



４－⑪ 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】 インドネシア（予定） 
       【時   期】 平成２９年１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２７年度 インド 
 平成２６年度 マレーシア・シンガポール 
 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 

 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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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       



 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） 
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５－① 国際即戦力育成インターンシップ 

支援対象者：民間企業の職員、学生 
                    ※年齢制限等あり。 
                    ※公募期間中の応募が必要となります 
支援内容：日本の社会人・学生を中心に 、2ヶ月～半年の間、海外で実務的な就労体験をすることで 
                 グローバル人材の育成を支援するプログラムです。ジェトロとHIDAが開拓した受入れ機 
                 関の中から応募者が選択して応募する型と、応募者自身が開拓した受入れ先を指定して 
                 応募する型と2種類の応募方法があります（派遣経費の一部をジェトロが助成） 
                【詳細情報】※2015年度の募集案内（参考） 
                 HP: https://www.jetro.go.jp/services/intern/ 

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       

５－② 国際化研修 
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） 有料 
              （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） 受講料：75,000円 
              （３）グローバル人材養成研修 
                   （3日×3回：9日間コース 20名 @関西校） 受講料：75,000円 
               HP： http://www.smrj.go.jp/jinzai/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 



 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） 
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５－④ 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】 
                 HP: 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） 
          中国国際センター市民参加協力課 
          TEL: 082-421-6305 

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 
      

５－③ 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】 
                HP: http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/info/ 
                ※無料 

問い合わせ先：（独）国際協力機構（JICA） 
          中国国際センター市民参加協力課 
          TEL: 082-421-6305 



 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） 
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５－⑤ 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。 
               HP: http://partner.jica.go.jp/ 
              【料金等】無料 

問い合わせ先：（独）国際協力機構（JICA） 
          中国国際センター市民参加協力課 
          TEL: 082-421-6305 

５－⑦ 島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金 
     （グローバル人材確保事業） 
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：有料職業紹介事業者に対し人材紹介が成功した際に支払う人材紹介手数料の一部を助 
       成します。 
       １）対象経費 人材紹介手数料 
       ２）助限度 １５０万円以内 

５－⑥ 島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金 
     （海外拠点ローカル技術者育成事業） 
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 総合支援部 販路支援課 国際化支援グループ  
          TEL: 0852-60-5114 

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 



 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） 
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５－⑧ プロフェッショナル人材の確保に対する補助 
      （中小企業等プロフェッショナル人材確保支援事業補助金） 

問い合わせ先：広島県産業人材課人材育成グループ 
                      TEL: 082-513-3420 
                      mailto: syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp      

支援対象者：県内企業，県内団体等 
支援内容：中小企業等が登録人材紹介会社を活用し，プロフェッショナル人材を採用した場合，登録 
                人材紹介会社へ支払う人材紹介手数料の一部を補助 
             （人材紹介手数料×１／２，上限１００万円） 

５－⑨ 優秀な理工系留学生の受入・育成 
     （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：県内企業，県内団体等 
支援内容：① 各国大学における優秀な理工系留学生の掘り起こし 
       ② 受入留学生への奨学金支給（１０万円／月） 
       ③ 日本型ものづくり及び日本型企業経営を理解するための教育プログラムの実施 
       ④ 上記教育プログラムへの各種協力 

問い合わせ先：広島県産業人材課人材育成グループ（協議会事務局） 
                      TEL: 082-513-3420 
                      mailto: syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp      
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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） 

40 

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     
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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 



 ７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 

７－① 貿易保険 

問い合わせ先：（独）日本貿易保険 大阪支店 営業グループ 
           TEL: 06-6233-4018 / FAX: 06-6233-4001 
           mailto: sme-support-osaka@nexi.go.jp     

支援対象者：貿易取引や海外進出を行う民間企業 
支援内容：●貿易取引に関するカントリーリスクや取引相手方の破産等の貸倒れリスクにより発生し 
                 た出荷不能や代金回収不能による損失をカバー。海外進出（投資）の際の出資金等を対 
                 象に相手国のカントリーリスクをカバー。 
                 ●対外取引に関するリスクヘッジの相談対応を実施。地方銀行、日本政策金融公庫、商 
                 工中金、都市銀行、損保等の金融機関との連携による貿易保険を活用した中小企業の海 
                 外展開支援への取り組み。 
                 ☆ 保険利用のための信用調査報告書の取得費用について、中小企業については８件ま 
                 で日本貿易保険が費用負担。 
                 ☆ 対外取引のリスクヘッジに関する相談には無料で対応。 

53 

７－② 海外ビジネス展開支援資金 

問い合わせ先：山口県商工労働部経営金融課 
                      TEL： 083-933-3188      

支援対象者：山口県内の中小企業者等 
支援内容：経済成長が著しいアジア地域等において、海外市場を開拓しその需要を取り込むための 
       ビジネスを円滑に展開する事業資金を融通し、中小企業者等の活力ある成長及び発展を 
       図ります。 
       【融資対象】海外市場販路拡大等事業計画等に基づき、輸出入商談会への参加、国内外 
               展示会及び国際博覧会への出展、海外での営業活動、海外販売コーナーの 
               設置、事業化可能性調査等、海外市場販路開拓及び拡大等のために必要な 
               資金 
       【資金使途】運転資金 
       【融資限度額】1,000万円 
       【融資期間】5年（うち据置期間1年）以内 
       【融資利率】年1.9％（責任共有制度対象外：年1.7％） 
       【保証料率】年0.34～1.45％（責任共有制度対象外：年0.40～1.76％） 
       【その他】 
       保証人は、原則として法人の代表者以外は不要です。担保は、必要に応じて徴求します。 
        融資を受けるにあたっては「海外市場販路拡大等事業計画」等の提出が必要です。 
        



 ７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 

７－③ 海外展開・事業再編資金 

問い合わせ先：日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 
                        TEL: 082-247-9151 
                        HP: http://www.jfc.go.jp/ 

支援対象者：次の（１）または（２）に当てはまる方 
       （１）経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の①～ 
                     ③に当てはまる方 
                 ①開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の 
                     延長と認められる程度の規模を有するものであること。 
                 ②本邦内において、事業活動拠点（本社）が存続すること。 
                 ③経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の（イ）～          
         （ニ）のいずれかであること。 
                    （イ）取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること 
                    （ロ）原材料の供給事情により、海外進出をすること 
                    （ハ）労働力不足により、海外進出をすること 
                    （ニ）国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないた 
                           め海外展開をすること 
                （２）海外における経済の構造的変化などに適応するために次の①及び②を満たす方 
                  ①海外直接投資に係る海外展開事業を再編（全部または一部を廃止することを含む。）す 
                      ることが経営上必要であること 
                  ②本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること 
支援内容：【資金使途】 
                 当該事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金（海外企業に対する転貸資金を 
                 含む） 
                 なお、（２）の方が必要とする長期運転資金には、海外展開事業の再編のための資金及び 
                 これに伴う債務の返済資金を含む。 
                 【融資限度】 
                 直接貸付：７億２千万円（うち運転資金２億５千万円） 
                 代理貸付：１億２千万円 
                 【融資利率（※）】 
                 基準利率（特別利率が適用される場合あり）。また、本資金は外貨貸付がご利用できます。 
                 ※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。 
                 【融資期間】 
                 設備資金２０年以内（うち据置期間２年以内） 
                 運転資金７年以内（うち据置期間２年以内） 
                 【担保・保証人等】 
                  担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。 
                  直接貸付において、一定の要件を満たす場合には経営者保証が不要となります。 
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 ７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 

７－④ スタンドバイ・クレジット制度 

問い合わせ先：日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 
                        TEL: 082-247-9151 
                        HP: http://www.jfc.go.jp/ 

支援対象者：スタンドバイ・クレジット（以下「信用状」といいます）の発行が、海外現地法人等が海外金 
                   融機関から現地流通通貨建て融資を受けることを目的としたものであり、かつ、次の（1） 
                   ～（4）のいずれかに当てはまる方 
                  （1）新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けた方 
                  （2）新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定（変更認定を含 
                       む）を受けた方 
                  （3）地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定（変更認 
                       定を含む）を受けた方 
                  （4）農商工等連携事業活動促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定（変更認定を 
                       含む）を受けた方 
                  （注）なお、本制度により資金調達を行う海外現地法人は、お客さまが経営を実質的に支 
                   配している先で、かつ、上記の計画においてお客さまと共同で事業を行うこととされてい 
                   る先に限ります。  
支援内容： 【信用状の補償限度額】 
                 １法人あたり４億５千万円（①海外支店や分工場等、国内親会社と法人格が同一の場合 
                 は国内親会社毎に４億５千万円、②海外において別個に法人格をもつ場合は当該法人 
                 毎に４億５千万円が補償限度額となります） 
                【補償料率】 
                 信用リスク・信用状有効期間等に応じて所定の料率が適用されます。 
                【信用状の有効期間】 
                 １年以上６年以内 
                【担保・保証人等】 
                 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。             
                 一定の要件を満たす場合には経営者保証が不要となります。 
                【海外でのお借入れ条件】 
                 融資条件（期間・返済方法・金利等）の詳細については、海外金融機関が決定しますが、 
                 以下の内容であることが必要です。 
                 融資金額及び通貨：信用状の補償金額の範囲内。現地流通通貨建て 
                 資金使途：承認または認定を受けた計画事業を行うための設備資金及び長期運転資金 
                 融資期間：１年以上５年以内 
                【提携先海外金融機関（掲載は提携順）】 
                 バンコック銀行（タイ王国）、メトロポリタン銀行（フィリピン）、KB國民銀行（大韓民国）、ユ 
                 ナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）、バンクネガラインドネシア（インドネシア）、 
                 ベト・イン・バンク（ベトナム）、CIMB銀行（マレーシア）、バノルテ銀行（メキシコ）、合作金 
                 庫銀行（台湾） （平成２８年４月１日現在） 
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 ７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 
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７－⑤ 海外資金調達 

支援対象者：民間企業等 
支援内容：現地法人様へ直接ご融資するクロスボーダーローン、スタンドバイ信用状にもとづく現地法 
       人様への現地通貨建融資等、海外拠点や業務提携先と協調し資金調達をサポートいたし                
               ます。 
               <海外支店、業務提携先> 
              ○当行香港支店 
              ○山口銀行(青島、大連、釜山) 
              ○バンクオブチャイナ(中国) 
              ○中国工商銀行(中国) 
              ○交通銀行(中国) 
              ○カシコン銀行(タイ) 
              ○スタンダード・チャータード銀行(英) 
              ○バンクネガラインドネシア(インドネシア) 
              ○インドステイト銀行(インド) 
              ○メトロポリタン銀行(フィリピン) 
              ○中國信託商業銀行(台湾) 
              ○ベトコム銀行(ベトナム)        
               ※ご相談は無料 

７－⑥ 海外ビジネス支援デスク 
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：海外進出に関する金融サービスの提供 
        (1)資金調達支援(クロスボーダーローン、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 

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           

問い合わせ先：トマト銀行コンサルティング営業部 海外ビジネス支援デスク 
                      TEL: 086-800-1820 



７－⑦ 海外資金調達 
支援対象者：民間企業他 
支援内容：【支援内容】 
       ①クロスボーダーローン…現地法人が、当行より直接お借り入れを行う方法です。 
       ②スタンドバイクレジット…現地法人が現地銀行より融資を受ける際に当行が現地銀行に 
         信用状を発行し、お借り入れをサポートする方法です。 
               ③各種リース取引…当行の提携リース会社を通じて設備等の調達のお手伝いをいたします。 
                【海外拠点】 
                上海駐在員事務所（中国） 
                バンコック駐在員事務所（タイ） 
                シンガポール駐在員事務所（シンガポール） 
               その他、海外提携先銀行18行 

７．資金を調達したい、リスクに備えたい（資金調達・貿易保険） 
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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 

７－⑧ グループ銀行の海外拠点・海外の提携銀行を活用した現地通貨建 
            資金調達支援 

支援対象者：海外進出済みあるいは海外進出を検討している中小企業 
支援内容：①東南アジアにおける資金ニーズへの対応  
                海外の提携銀行とのネットワークを活用し、資金ニーズに対応します。 
               【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 
               ベトナム    ベトコムバンク 
               ②中国・韓国における資金ニーズへの対応 
                スタンドバイL/Cを差し入れるなどの方法で、資金ニーズに対応します。 
               【山口銀行の海外拠点】 
                 中国 大連支店・青島支店 
                韓国 釜山支店 
          
                 ※相談は無料 

問い合わせ先：もみじ銀行 事業性評価部内 ソリューション推進グループ 
          TEL: 082-241-3481 



 ８．海外進出時・進出後にサポートを受けたい（海外現地サポート） 

８－① 海外投資アドバイザーによる海外進出企業向け支援サービス 
支援対象者：民間企業の海外現地法人、支店、事務所 
         ※日本国内の企業様からは、お申込みいただけません。 
支援内容：ジェトロは、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。現 
                地進出企業からの問い合わせに対し、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、ジェトロ海外投資アドバイザーが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ます（無 
                料）。 
                現地進出企業（現地法人、支店、事務所）の方は、本相談サービスをご活用ください（無 
                料）。 
                【詳細情報】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/services/advisor/ 

８－② 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム  
支援対象者：中小企業 
         ※対象国の限定あり 
                    ※内容によって、国・分野によりご対応できない場合がございます。 
                    ※実施予定（まだサービスの受付開始となっていません） 
支援内容：ジェトロでは、中小企業のビジネス展開意欲が旺盛な新興国等・地域に、プラットフォーム・ 
                 コーディネーターを配置し、現地支援プラットフォームを開設しています。 在外公館、JICA 
                 事務所等の公的機関や、人材リクルーティング会社、法務・会計事務所等と連携・協力を 
                 し、ジェトロの海外事務所を軸に、必要なサービスの提供や紹介、取次ぎ等を一元的に行 
                 います。具体的には、コーディネーターによる現地ブリーフィングや、E-mail相談、現地 
                 パートナー候補等の紹介・マッチングや現地協力機関等の紹介・取次ぎ、現地パートナー        
                 補企業／現地協力機関とのアポイントメント取得や同行等を行います（無料）。 
                【詳細情報】※2015年度のご案内ページ 
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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       

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       



 ８．海外進出時・進出後にサポートを受けたい（海外現地サポート） 

８－③ ビジネス・サポートセンター（BSC） 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：ジェトロ・ビジネス・サポートセンター（BSC）は、フィリピン・タイ・インド・ベトナム・ミャンマー 
               でのビジネス立ち上げに必要な投資制度情報・ノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を 
               兼ね備えた施設です。これらの国々への投資、技術提携を検討する日本企業の皆様に短 
               期の貸しオフィス、アドバイザーによるコンサルティングサービスを提供し、ビジネス立ち上 
               げ時のコストとリスクを軽減します（有料）。 
               【詳細情報】 
                HP: http://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 
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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       

８－④ 岡山県上海事務所、海外ビジネスサポートデスク 
支援対象者：県内に事業所を有する企業や経済団体等    
支援内容：中国上海市、ベトナム・カンボジア、タイ、インドネシアに設置 
       海外現地のビジネス事情に精通するとともに豊富な経験とネットワークを有する団体やコン 
       サルティング会社への業務委託により、次のような支援を実施 
       ・現地での事業展開に関するアドバイス 
       ・商談先企業の紹介やアポイントメントの手配 
       ・現地事情のレクチャー 
       ・見本市・商談会への出展支援 
       ・その他現地情報の収集・提供      等 
 
       ※市場調査や企業の信用調査、旅行代理店が行うべき業務などは支援対象外 

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 
                      mailto: marketing@pref.okayama.lg.jp 



 ８．海外進出時・進出後にサポートを受けたい（海外現地サポート） 

８－⑤ 現地事務所による支援 

支援対象者：県内企業，県内団体等   
支援内容：広島県が設置している広島・四川経済交流事務所（現地スタッフ：２名）を通じて，現地経済 
       情報等の収集・提供，便宜供与，商談先の紹介，ビジネスマッチングなどを支援する。 

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 

８－⑥ 海外進出支援 

支援対象者：中国、韓国、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される企業 
支援内容：中国、韓国およびＡＳＥＡＮ諸国への進出、および進出後の支援を、山口銀行海外支店（青 
       島支店・大連支店・釜山支店）、駐在員事務所（香港）や山口フィナンシャルグループの業 
       務提携金融機関を通じてサポートいたします。 
       【サポート内容】 
       ・中国・韓国における預金、貸付、為替といったフルバンキング業務 
                 ・業務提携金融機関を通じた現地法人向けご融資 
                 ・現地のネットワークを利用したコンサルティング会社等のご紹介 
                 山口フィナンシャルグループは、次の金融機関と業務提携しています。 
                 ・ＴＭＢ銀行（タイ）・インドステイト銀行（インド） 
                 ・メトロポリタン銀行（フィリピン）、バンクネガラインドネシア（インドネシア）、 
                   ベトコムバンク（ベトナム） 

問い合わせ先：山口銀行 事業性評価部  
          TEL: 083-223-4091 
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 ９．その他 
９－① 「新輸出大国コンソーシアム」による支援 
支援対象者：現在又は将来においてＴＰＰ域内市場の獲得を想定している中堅・中小企業等で、輸出 
         や投資等の海外展開を計画している企業 
                    ※事前に登録手続きが必要となります。 
                    ※「新輸出大国パートナー」による第1次支援募集開始は、2016年4月11日～4月22日正 
           午〆切り（第2次募集は7月を予定）。「新輸出大国エキスパート」による支援は申込 
           受付中。 
支援内容：経済産業省は、ジェトロを事務局／総合受付窓口として、政府系機関、地域の金融機関や 
       商工会議所など国内各地域の企業支援機関と共に、中堅・中小企業の海外展開（輸出・進 
       出）を総合的に支援する、『新輸出コンソーシアム』を2016年2月26日に設立しました。 
               コンソーシアムをご利用頂くと、ジェトロが御社の支援に適切なジェトロのサービスまたは、 
               本事業の参加機関のサービスをご紹介します。 
               また、「新輸出大国パートナー』と称する専門家によるハンズオン支援や、『新輸出大国エキ 
               スパート』と称する専門家によるスポットでの個別相談支援を行います。 
               【詳細・お問合せ】 
                HP: https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/consortium.html 
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９－② 知的財産保護関連サービス 
支援対象者：民間企業等 
         ※助成事業および都部のサービスは、中小企業および／または中小企業団体が対象 
                        となります。 
                    ※助成事業は、公募期間中の応募が必要となります（公募時期未定）支援内容：業務 
                        提携先「クロスコープ シンガポール」により東南アジアレンタルオフィスの紹介と情 
                        報 
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模倣品・海賊版被害相談窓口（無料相談サービス）                                                
               ②外国出願費用の助成                                                                 
               ③海外における知的財産権の侵害調査および権利行使にかかる経費の一部を助成                                                                                                 
               ④海外で知的財産権に係る係争に巻き込まれた際の係争費用の一部助成 
               ⑤海外における中小企業の商標先行登録状況の調査（無料サービス） 
               ⑥セミナー、冊子、メルマガを通じた情報提供   
               ⑦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】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/themetop/ip/ 
 
      

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       

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       



 ９．その他 
９－③ グローバルイノベーション拠点設立等支援 
支援対象者：民間企業等 
                   ※募集機関：2016年2月16日（火曜）～2016年9月9日（金曜）正午 
                   ※対象：日本国内における再生医療分野またはIoT（=Internet of Things）分野の（1）グ 
                      ローバルイノベーション拠点設立事業、（2）実証研究事業、（3）事業化可能性調査事 
                      業 
支援内容：外国企業が日本企業等と連携して、日本国内においてイノベーション拠点設立や実証研究、 
               事業化可能性調査を実施するための経費を補助します。研究開発部門等の高付加価値部 
               門を日本に誘致して、海外から優れた経営資源を呼び込むとともに、日本をグローバル・バ 
               リューチェーンにおける高付加価拠点・イノベーションセンターとすることを目的とするもので 
               す。 
              【詳細情報】 
               HP: https://www.jetro.go.jp/invest/support/info.html 
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９－④ ジェトロ・メンバーズ 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：ジェトロ・メンバーズは、世界約70カ所と国内36カ所にあるジェトロ事務所で収集した情報と 
               ノウハウをビジネスにお役立ていただくための会員制度です。毎日、世界各国のビジネス 
               情報に関するメルマガ（通商弘報）が配信されるほか、各種有料サービス・情報の無料提 
               供や割引価格での利用、会員限定のセミナーや交流会への無料参加が可能です。 
               【詳細情報】 
                HP: http://www.jetro.go.jp/members/memberservice/ 

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       

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       



 ９．その他 
９－⑤ 海外進出時のレンタルオフィス等 
支援対象者：民間企業等 
支援内容：○海外進出時のレンタルオフィス 
                 業務提携先「クロスコープ シンガポール」により東南 
                 アジアレンタルオフィスの紹介と情報提供をいたします。 
                ○海外での設備リース導入 
                 海外での設備リースをご検討の際は、業務提携先「オリックス中国」「東京センチュリー 
                    リース㈱」「三菱UFJリース㈱」「興銀リース㈱」をご紹介いたします。 
                ○警備保障の導入 
                 海外での警備保障導入をご検討の際は、業務提携先「綜合警備保障㈱」「広島綜合警 
                   備保障㈱」「セコム㈱」をご紹介いたします。 
                ○専門家のご紹介 
                 海外での会計、財務等の専門家をお探しの場合は業務提携先「㈱マイツ」「㈱東京コン 
                   サルティングファーム」をご紹介いたします。 
               ※ご契約時には費用が発生致します。 
               ※他にも業務提携先がございますので、下記連絡先までお問合せください（ご相談は無料）。 
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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           



機関 部署 電話番号 住所 

国 中国四国農政局 経営・事業支援部地域連携課 086-224-4511 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第２合同庁舎 

鳥
取
県 

鳥取県 鳥取県商工労働部通商物流課 0857-26-7660 鳥取市東町1-220 

（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 0859-30-3161 鳥取県境港市竹内団地255-3 

島
根
県 

島根県 しまねブランド推進課貿易促進支援室 0852-22-5633 松江市殿町1 

（公財）しまね産業振興財団 経営支援課 0852-60-5115 松江市北陵町1 テクノアークしまね 

岡
山
県 

岡山県 産業労働部産業企画課マーケティング推進室 086-226-7365 岡山市北区内山下2-4-6 

岡山市 経済局産業振興・雇用推進課 086-803-1329 岡山市北区大供１丁目1-1 

（公財）岡山県産業振興財団 経営支援部取引支援課 086-286-9670 岡山市北区芳賀5301テクノサポート岡山1階 

広
島
県 

広島県 商工労働局海外ビジネス課 082-513-3382 広島市中区基町10-52 

広島市 経済観光局産業振興部商業振興課 082-504-2318 広島市中区国泰寺町1-6-34 

（公財）ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センター  082-248-1400 
広島市中区千田町3-7-47 
広島県情報プラザ4階 

山
口
県 

山口県 商工労働部新産業振興課 083-933-3140 山口市滝町1-1 

（公財）やまぐち産業振興財団 事業活動支援部 083-922-9926 山口市熊野町1-10ＮＰＹビル１０階 

（一財）山口県国際総合センター － 083-231-5778 山口県下関市豊前田町3-31 海峡メッセ下関7階 

商
工
団
体
等 

広島県商工会議所連合会 広島商工会議所 082-222-6651 広島市中区基町5-44 

山口県商工会議所連合会 下関商工会議所 083-234-1104 山口県下関市南部町21-19 

政
府
系
機
関
等 

（独）中小企業基盤整備機構 中国本部 国際化支援課 兼 経営支援課 082-502-6555 広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル3階 

（株）日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 082-247-9151 広島市中区紙屋町1-2-22 

（独）日本貿易保険 大阪支店 06-6233-4019 大阪市中央区北浜3-1-22 

（独）国際協力機構（JICA） 中国国際センター 082-421-6300 広島県東広島市鏡山3-3-1 

支援機関の問い合わせ先 

機関 部署 電話番号 住所 

中国経済産業局 産業部国際課 082-224-5659 広島市中区上八丁堀6-30合同庁舎２号館３階 

（独）日本貿易振興機構 鳥取貿易情報センター 0857-52-4335 鳥取市若葉台南7-5-1 

（独）日本貿易振興機構 松江貿易情報センター 0852-27-3121 松江市学園南1-2-1くにびきメッセ３階 

（独）日本貿易振興機構 岡山貿易情報センター 086-224-0853 
岡山市北区厚生町3-1-15 
岡山商工会議所ビル６階 

（独）日本貿易振興機構 広島貿易情報センター 082-535-2511 
広島市中区千田町3-7-47 
広島県情報プラザ４階 

（独）日本貿易振興機構 山口貿易情報センター 083-231-5022 
山口県下関市豊前田3-3-1 
海峡メッセ下関国際貿易ビル７階 

（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 082-502-6555 
広島市中区八丁堀5-7 
広島ＫＳビル３階 

ワンストップ相談窓口 
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機関 部署 電話番号 住所 

鳥
取
県 

鳥取銀行 ふるさと振興部地域ビジネス推進室 0857-37-0274 鳥取市永楽温泉町171 

島
根
県 

山陰合同銀行 地域振興部海外進出支援グループ 0852-55-1833 松江市魚町10 

岡
山
県 

中国銀行 国際部 086-243-6539 岡山市北区丸の内1-15-20 

トマト銀行 コンサルティング営業部 086-800-1820 岡山市北区番町2-3-4 

広
島
県 

広島銀行 国際営業部 国際営業室 082-504-3923 広島市中区紙屋町１丁目3-8 

もみじ銀行 ソリューション営業部内海外進出支援グループ 082-241-3481 広島市中区胡町1-24 

広島信用金庫 お客様サポート部 ビジネスサポート室 082-245-0513 広島市中区富士見町3-15 

山
口
県 

山口銀行 事業性評価部 083-223-4091 山口県下関市竹崎町４丁目2-36 
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機関名 事務所名 所在地 電話番号 

(独)日本貿易振興機
構 
（JETRO） 

※JETROの海外事務所は下記URLをご参照ください。 
（海外事務所への直接のご照会はご遠慮いただいております。最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。） 

https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ 

日本貿易保険 

シンガポール事務所 c/o JETRO 16 Raffles Quay#38-05, Hong Leong Bldg. Singapore 048581 +65-6429-9582 

ニューヨーク事務所 
c/o JETRO 1221 Avenue of the Americas, 42Fl, McGraw-Hill Bldg. New York 
N.Y. 10020 USA 

+1-212-819-7769 

パリ事務所 c/o JETRO 27 rue de Berri 75008 Paris France +33-1-4261-5879 

(独)国際協力機構
（JICA） 

※JICAの海外事務所は下記URLをご参照ください。 
http://www.jica.go.jp/about/structure/overseas/index.html 

鳥取県 

鳥取県ウラジオストク 
ビジネスサポートセンター 

office145B,1,Nijneportovaya str.,Vladivostok city,RUSSIA +7-4232-30-26-61 

鳥取県東南アジアビューロー 
1 Glas Haus Building 12F  Soi Sukhumvit 25 Sukhumvit Road Klongtoey Nua 
Wattana Bangkok Thailand 

－ 

島根県 

島根ビジネスサポートセンター ロシア沿海地方ウワジオストク市 +7-4232-301-104 

島根ビジネスサポートオフィス タイ・バンコク +66-2260-1058 

岡山県 

上海事務所 中国・上海市 

 086-226-7365 
FAX: 086-225-3449 

ベトナム・カンボジアビジネスサポート
デスク 

ベトナム・ハノイ市 
カンボジア・プノンペン市 

タイビジネスサポートデスク タイ・バンコク 

インドネシアビジネスサポートデスク インドネシア・ジャカルタ 

(公財)ひろしま産業振
興機構 

広島上海事務所 中国・上海市長寧区延安西路1088号長峰中心705,706室 +86-21-6207-6687 

日本政策金融公庫 
バンコク駐在員事務所 

9th Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330, Thailand 

+66-2-252-5496 
（代表） 

上海駐在員事務所 上海市長寧区延安西路2201号国際貿易中心1616室 
+86-21-6275-8908
（代表） 

山陰合同銀行 

大連駐在員事務所 中華人民共和国大連市西崗区中山路147号 大連森茂大厦22階 
+86-411-8369-
6118 

上海駐在員事務所 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 恒生銀行大厦15階 +86-21-6841-1661 

バンコク駐在員事務所 
952 Ramaland Building, 13th Floor, Rama Ⅳ Road, Suriyawonge, Bangrak, 
Bangkok 10500, Thailand  

+66-2-632-8323 

中国銀行 

国際部 アジアデスク 岡山市北区丸の内1-15-20 
 086-234-6539 
FAX: 086-234-6591 

香港支店 
Rooms 2704-2706, 27th Floor  Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's 
Road Central, Hong Kong, China 

+852-2523-0312 
FAX:+852-2521-
8730 

上海駐在員事務所 
Room 2007, Shanghai International Trade Center, 2201 Yan-an Road(West) 
Shanghai,China 

+21-6275-1988 
FAX:+86-21-6275-
1989 

シンガポール駐在員事務所 16 Collyer Quay, #23-03, Singapore 049318 
+65-6536-7757 
FAX:+65-6536-
7767 

ニューヨーク駐在員事務所 150 East 52nd Street, 7th Floor, New York, NY 10022 U.S.A 
+1-212-371-7700 
FAX:+1-212-371-
7173 

バンコク駐在員事務所 
689 Bhiraj Tower at Em Quartier,Room No.1901,19th Floor, 
Sukhumvit Road,Klongton-nue,Wattana,Bangkok,Thailand 

+66-2-261-2676 
FAX:+66-2-261-
2677 

広島銀行 

上海駐在員事務所 
Room 1713 Shanghai International Trade Centre 2201, Yan An West Road 
Shanghai 200336, CHINA 

+86-21-2752755 

バンコック駐在員事務所 
14th Fl. Nantawan Building, 161 Ratchadamri Road,Pathumwan,Bangkok 
10330 

+66-2-650-5099 

シンガポール駐在員事務所 65 Chulia Street, #27-03 OCBC Centre, Singapore 049513 +65-6438-5882 

支援機関の海外事務所 
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施策 
番号 

 経済産業省・中国経済産業局 頁 

1-①  海外展開支援施策の情報提供（メール） １ 

2-①  中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業によるミラサポの専門家派遣等 ６ 

2-②  海外展開知財セミナー ６ 

3-①  知財総合支援窓口 １２  

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） ３８ 

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） ３８ 

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支援事業）（連携体構築支援事業） ３９ 

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） ３９ 

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） ４０ 

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） ４０ 

6-⑦  小規模事業者持続化補助金 ４０ 

6-⑧  中小企業外国出願支援事業（補助金） ４１ 

 農林水産省・中国四国農政局 

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 ４１ 

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 ４２ 

 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 

1-②  国・地域別 海外ビジネス情報 １ 

1-③  海外ブリーフィングサービス １ 

1-④  引合案件データベース（TTPP) ２ 

2-③  セミナー・講演会 ６ 

2-④  貿易実務オンライン講座 ７ 

3-②  貿易投資相談 １２ 

3-③  輸出有望案件支援サービス １３ 

3-④  海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス（調査レポートによる回答） １３ 

3-⑤  専門家によるものづくり・サービス産業海外展開相談サービス １４ 

索引（機関別） 
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山口銀行 

釜山支店 大韓民国釜山広域市中区中央大路63 釜山郵便局保険会館4階 － 

青島支店 中華人民共和国山東省青島市香港中路76号 青島頣中皇冠假日酒店2階    － 

大連支店 中華人民共和国遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦14階    － 

香港駐在員事務所 403,4/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong － 

機関名 事務所名 所在地 電話番号 



 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

1-⑤   中小企業国際化支援レポート ２ 

2-⑤  中小企業海外展開セミナー ７ 

3-⑧  国際化支援アドバイス（海外ビジネス定期相談会） １５ 

4-④  海外ビジネス戦略推進支援 ２９ 

5-②  国際化研修 ３４ 

6-⑬  海外展示会出展サポート ４３ 

6-⑭  海外ＣＥＯ商談会 ４４ 

6-⑮  SWBS（SMEワールドビジネスサポート懇談会） ４４ 

 独立行政法人日本貿易保険 

7-①  貿易保険 ５３ 

 独立行政法人国際協力機構（JICA） 

1-⑥  ＪＩＣＡ情報サイト（ＯＤＡ援助方針、途上国の開発課題等） ３ 

2-⑥  セミナー、募集説明会 ８ 

3-⑨  ＪＩＣＡ中小企業海外展開支援相談 １５ 

4-⑤  基礎調査 ３０ 

4-⑥  案件化調査（中小企業製品・技術とＯＤＡのマッチング事業） ３０ 

4-⑦  普及・実証事業（中小企業製品・技術とＯＤＡのマッチング事業） ３１ 

4-⑧  協力準備調査（BOPビジネス連携促進） ３１ 

68 

3-⑥  サービス産業個別企業支援 １４ 

3-⑦  BOP/ボリュームゾーン・ビジネス相談 １５ 

4-①  ビジネスアポイントメント取得サービス ２８ 

4-②  海外ミニ調査サービス ２８ 

4-③  海外へのミッション派遣 ２９ 

5-①  国際即戦力育成インターンシップ ３４ 

6-⑪  海外見本市・展示会・商談会 ４２ 

6-⑫    国内商談会 ４３ 

8-①  海外投資アドバイザーによる海外進出企業向け支援サービス ５８ 

8-②  中小企業海外展開現地支援プラットフォーム  ５８ 

8-③    ビジネス・サポートセンター（BSC） ５９ 

9-①   「新輸出大国コンソーシアム」による支援 ６１ 

9-②  知的財産保護関連サービス ６１ 

9-③  グローバルイノベーション拠点設立等支援 ６２ 

9-④  ジェトロ・メンバーズ ６２ 



4-⑨   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 ３２ 

5-③  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) ３５ 

5-④  グローバル人材の「育成」（民間連携ボランティア制度） ３５ 

5-⑤  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）       ３６ 

 鳥取県 

6-⑯  「食のみやこ鳥取県」輸出促進活動支援事業費補助金 ４５ 

 公益財団法人鳥取県産業振興機構 

3-⑩  海外展開相談支援 １６ 

3-⑪  海外販路開拓活動同行支援事業 １６ 

3-⑫  海外展開外部専門家派遣事業 １６ 

6-⑰  とっとり県内企業海外チャレンジ支援事業補助金 ４５ 

6-⑱  海外商談会等開催 ４６ 

 島根県 

6-⑲  しまね海外販路開拓支援補助金 ４６ 

 公益財団法人しまね産業振興財団 

2-⑦  セミナー、ミッション派遣 ８ 

3-⑬  海外取引に関する個別相談 １７ 

3-⑭  貿易投資相談会 ※予約制 １７ 

4-⑩  島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金（海外進出計画策定事業） ３２ 

5-⑥  島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金（海外拠点ローカル技術者育成事業） ３６ 

5-⑦  島根ものづくり企業海外展開総合支援助成金（グローバル人材確保事業） ３６ 

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） ４７ 

6-㉑  海外企業との商談会の開催 ４７ 

 岡山県 

2-⑧  海外ビジネスセミナー ８ 

2-⑨  グローバルビジネスコミュニケーション能力養成講座、海外派遣人材育成事業 ９ 

3-⑮  国際ビジネスコーディネーター １７ 

6-㉒  岡山デニム世界進出支援事業 ４７ 

8-④  岡山県上海事務所、海外ビジネスサポートデスク ５９ 

 岡山市 

6-㉜  岡山市製造業等販路拡張支援事業 ５１ 

 公益財団法人岡山県産業振興機構 

6-㉓  日系ものづくり企業現地商談会の開催 ４８ 

6-㉔  海外工業見本市への出展 ４８ 
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 広島県 

3-⑯  シリコンバレーにおける事業展開支援 １８ 

3-⑰  海外ビジネス政策顧問による支援 １８ 

3-⑱  海外見本市への出展支援（環境浄化分野） １９ 

3-⑲  海外での事業活動に対する支援（環境浄化分野） ２０ 

3-⑳  個別対応による支援（環境浄化分野） ２１ 

3-㉑  個別対応による支援（医療福祉分野） ２１ 

5-⑧  プロフェッショナル人材の確保に対する補助（中小企業等プロフェッショナル人材確保支援事業補助金） ３７ 

5-⑨  優秀な理工系留学生の受入・育成（広島県ものづくりグローバル人財育成協議会） ３７ 

6-㉕  日本酒等県産品のブランド確立支援 ４８ 

6-㉖  中国西部地域における博覧会への出展 ４９ 

8-⑤  現地事務所による支援 ６０ 

 公益財団法人ひろしま産業振興機構 

1-⑦  海外拠点を通じた情報収集提供・便宜供与等 ３ 

2-⑩  中国ビジネスセミナー ９ 

2-⑪  国際取引実務研修（貿易実務研修） １０  

4-⑪  海外視察研修団の派遣 ３３ 

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 ４９ 

 広島商工会議所 

2-⑫  セミナー、定期相談会 １０ 

 広島市 

6-㉛  見本市等出展助成事業 ５１ 

 山口県 

1-⑧  海外事業展開支援情報ポータルサイト ４ 

3-㉒  海外販路開拓コーディネーター ２２ 

6-㉘  山口県・山東省貿易商談会 ５０ 

6-㉙  国際展示会等への共同出展支援 ５０ 

6-㉚   海外販路開拓支援助成金 ５０ 

7-②  海外ビジネス展開支援資金 ５３ 
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 日本政策金融公庫 

7-③  海外展開・事業再編資金 ５４ 

7-④  スタンドバイ・クレジット制度 ５５ 

 鳥取銀行 

3-㉓  海外ビジネスサポート ２２ 

 山陰合同銀行 

3-㉔    海外進出支援グループ ２３ 

 中国銀行 

1-⑨  海外情報収集、海外進出支援、海外展示会・商談会 ４ 

2-⑬  海外進出支援 １０ 

7-⑤  海外資金調達 ５６ 

9-⑤  海外進出時のレンタルオフィス等 ６３ 

 トマト銀行 

2-⑭  海外ビジネス支援セミナー １１ 

3-㉕  海外ビジネス支援デスク ２３ 

7-⑥  海外ビジネス支援デスク ５６ 

 広島信用金庫 

3-㉖  アジアサポートデスク ２４ 

 広島銀行 

3-㉗  アジア戦略サポートデスク ２４ 

3-㉘  海外ビジネス定期相談会 ２５ 

6-㉝  Mfairバンコク2016ものづくり商談会 ５２ 

6-㉞  Oishii JAPAN 2016 ５２ 

7-⑦  海外資金調達 ５７ 

 もみじ銀行 

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 ５ 

3-㉙  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 ２６ 

7-⑧  グループ銀行の海外拠点・海外の提携銀行を活用した現地通貨建資金調達支援 ５７ 

 山口銀行 

3-㉚  海外ビジネスサポート ２７ 

8-⑥  海外進出支援 ６０ 
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