
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       
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