
 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） 

３－② 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 
 

支援対象者：中小企業・小規模事業者 

支援内容：よろず支援拠点や地域プラットフォーム（地域PF）が、個々の中小企業・小規模事業者の経  

       営課題に応じた専門家を原則3回まで無料で派遣します。 

 

       ※地域PF： 商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を目的 
               に連携。平成25年から設置。 
 
       ※専門家派遣をご利用いただく前に、ミラサポの会員登録・企業情報登録が必要となりま 
         す。詳しくは、ミラサポ（支援ポータルサイト）をご覧ください。 
         ミラサポHP: http://www.mirasapo.jp 

問い合わせ先：各都道府県よろず支援拠点、地域PF 
          中国経済産業局産業部中小企業課 
          TEL: 082-224-5661 
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支援対象者：中小企業・小規模事業者 

支援内容：中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するワンストップ相談窓口として、 

       各都道府県による「よろず支援拠点」を設置しています。 

        

       よろず支援拠点では、以下の取組を実施します。 

       ①売上拡大のための解決策の提案 

       ②経営改善策を提案し、行動に移すための連携チームの編成・派遣 

       ③どこに相談すべきか分からない事業者に対する的確な支援機関等の紹介 

３－① 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 
     「よろず支援拠点」 

問い合わせ先:各都道府県よろず支援拠点 

          中国経済産業局産業部中小企業課                                                                                                       
                     TEL: 082-224-5661                                                                                                       

https://www.mirasapo.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） 

３－③ 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） 
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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、実務経験豊富な貿易投資ア 
       ドバイザーが応じます。 まずは最寄のジェトロ貿易情報センターにお電話下さい。                                                                                                 
         
        また、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）。 

３－④ 貿易投資相談 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。   

    

       

https://www.jetro.go.jp/world/qa.html
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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 
               市への随行、商談の立会い、最終的には契約締結まで、ハンズオンで支援します（最長3年 
       間、継続して支援）。                                                                                                             
               ジェトロによる相談・指導に係る費用（専門家の出張費含む）は無料です。 
               【詳細情報】 
                 HP: http://www.jetro.go.jp/services/export.html 

３－⑤ 輸出有望案件支援サービス 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。      

    

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、２、３、４は中小企業のみご  

          利用可能です。  

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）。  
               【詳細情報】  
                 HP: https://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 

３－⑥ 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：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。   

    

     

https://www.jetro.go.jp/services/export.html
https://www.jetro.go.jp/services/export.html
https://www.jetro.go.jp/services/coordinator/
https://www.jetro.go.jp/world/marketing
https://www.jetro.go.jp/services/briefing.html
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支援対象者：民間企業等 

                    ※対象分野：１サービス（流通・小売、外食、理容室、教育等）、２ヘルスケア（医療機器、 

                  医薬品・化粧品等）  

                    ※サービス分野は海外進出のご相談、ヘルスケア分野は輸出のご相談に応じます。 

         ※すべての規模の事業者様が対象 

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 
       【詳細情報・お申込み】 
                 HP: https://www.jetro.go.jp/services/export2.html 

３－⑦ 専門家によるサービス産業海外展開相談サービス 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。   

    

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） 
          ※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。 
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 

       【詳細情報】 
                 HP: https://www.jetro.go.jp/services/si-support.html 

３－⑧ サービス産業個別企業支援 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。   

     

https://www.jetro.go.jp/services/export2.html
https://www.jetro.go.jp/services/export2.html
https://www.jetro.go.jp/services/si-support.html
https://www.jetro.go.jp/services/si-support.html
https://www.jetro.go.jp/services/si-support.html
https://www.jetro.go.jp/services/si-support.html
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３－⑨ 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  

                    ※対象地域（アジア、アフリカ、中南米）のうち、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。 
        ※無料 
                【詳細情報】 
                  HP: https://www.jetro.go.jp/services/bop_advice.html 
        また、BOPビジネス有望国の衣食住（住宅、教育、情報通信、物流や医療・薬局等）や      
        潜在ニーズについて調査し、掲載しています。  
        HP: https://www.jetro.go.jp/theme/bop/precedents/ 
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問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。        

３－⑩ 「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。また、ハンズオン支援は事前審査あり。 
                   ※随時募集。 
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（無料）。 
 
               【詳細情報・お問合せ】 
                 HP: https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/consortium.html 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。        

https://www.jetro.go.jp/services/bop_advice.html
https://www.jetro.go.jp/theme/bop/precedents/
https://www.jetro.go.jp/consortium
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支援対象者：現在または将来において、ロシアへのビジネス展開（輸出または進出）を検討している中 
         堅・中小企業等。全産業対象。 
支援内容：ロシアへのビジネス展開（輸出または進出）を検討している中堅・中小企業等に対して、ロ 
       シアの事情・実務に精通した「ロシア・ビジネス支援専門家」が、継続的な企業訪問・出張 
       同行を通じて、戦略策定、事業計画作成、ロシアで開催される見本市等への随行、パート 
       ナー候補企業探しやマッチング、商談立会い、契約締結まで一貫して支援（ハンズオン支 
       援）を行います（すべて無料）。 
       ※戦略策定支援や、展示会等での商談マッチングサポート等は事前審査無し。ハンズオン 
         支援は事前審査あり。 
 
       【詳細情報】 
        HP: https://www.jetro.go.jp/services/russia 
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問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。        

３－⑫ 国際認証等の取得支援 
 

支援対象者：全企業・団体  

支援内容：海外市場への参入に際して必要となる、ISOなどの規格やUL、NSF、CEマークなどの民間 
       認証等の取得に関し、豊富な経験を有する専門家が、訪問・電話・メール等で対応し、認証 
       等取得に向けたサポートを行います。 
     
       【詳細情報】 
         HP: https://www.jetro.go.jp/themetop/standards/ 

３－⑪ ロシア・ビジネス支援専門家による継続一貫（ハンズオン）支援 

問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。        

https://www.jetro.go.jp/services/russia
https://www.jetro.go.jp/themetop/standards/
https://www.jetro.go.jp/themetop/standards/
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支援対象者：特許庁に対して、地域団体商標の商標登録に係る出願料を納付した団体（商標法第7条 
         の2第1項の規程における我が国の法に基づき設立された団体に限ります）、または、地 
         域団体商標を保有する事業団体。 
                   ※地域団体商標権制度については、こちらをご覧ください。 
          特許庁HP: http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm 
         ※事前審査あり。 
         ※公募期間中（2017年3月8日～4月7日）の応募が必要となります。 
支援内容：地域団体商標権利者の海外展開を、①知財戦略策定、②ブランディング戦略策定、③海外 
        向けPR媒体（パンフレット、ウェブサイト、動画等）作成、④マッチング・商談の４つの側面で、 
       ブランディングの専門家（ブランドプロデューサー）がハンズオンで支援します。 
       ※具体的な支援内容は、採択後にプロデューサーと相談のうえ決定。 
        
       ①においては、海外の市場調査や視察、④では、海外メディアの招聘や海外見本市等、商 
       談の機会提供などを想定しています。 
        
       【詳細情報】 
         HP: https://www.jetro.go.jp/services/tiki_support.html 
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問い合わせ先：各県のジェトロ貿易情報センター （ジェトロ広島／岡山／山口／鳥取／松江） 
           各センターの電話番号は、こちら（70ページのワンストップ相談窓口）でご確認ください。        

３－⑬ 地域団体商標海外展開支援 

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 
       アドバイスを実施いたします。 
              ※無料 
               HP: http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html 

３－⑭ 海外ビジネス定期相談会 

問い合わせ先：（独）中小機構中国本部 国際化支援課 
          TEL: 082－502-6555 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm
https://www.jetro.go.jp/services/tiki_support.html
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
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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。 

３－⑮ JICA中小企業海外展開支援相談 

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）/090-3639-8678(携帯） 
 

支援対象者：国際経済変動の影響を受けて海外戦略の見直し・再構築を行う鳥取県内の中小企業者 

         又は中小企業者が構成員の3分の2以上を占める任意グループ 

支援内容：国際経済変動の影響を受けて海外戦略を見直そうとする県内中小企業者等に対し、海外
戦略の見直し・再構築に係る経費を補助します。 

       【補助金額】上限3,000千円 

       【補助率】3分の2 
       【補助対象経費】調査・コンサルティング費、専門家派遣費、旅費交通費、通訳翻訳費等 

       【実施期間】12か月以内 

       【公募期間】平成２９年４月から（予定、随時募集）     

３－⑯ 国際経済変動対策支援事業補助金 

問い合わせ先：鳥取県商工労働部企業支援課 
           TEL: 0857-26-7243 
                      HP: https://www.pref.tottori.lg.jp/264309.htm   

支援対象者：国際経済変動の影響を受けて海外戦略の見直し・再構築を行う鳥取県内の中小企業者 

         等 

支援内容：国際経済変動の影響を受けて海外戦略の再構築を行う県内企業のニーズに対応できる専 

                門家支援チームを設置し、「販路拡大」「仕様変更」「サプライチェーン再構築」「リスクマネジ 

                メント」等に関する情報提供や助言を行います。（準備中） 

３－⑰ 国際経済変動対策支援事業（サポートチーム設置） 

問い合わせ先：鳥取県商工労働部企業支援課 
           TEL: 0857-26-7243 
                      HP: https://www.pref.tottori.lg.jp/264308.htm   

http://www.pref.tottori.lg.jp/264309.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/264308.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/264308.htm


 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） 

21 

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   

３－⑱ 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】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     

３－⑲ 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／ 年度 
       【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   

３－⑳ 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 
                       mailto: kaigai@joho-shimane.or.jp 

３－㉑ 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 
                       mailto: kaigai@joho-shimane.or.jp 

３－㉒ 貿易投資相談会 ※予約制 

３－㉓ 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 
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３－㉔ 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 

                     現地のコーディネータを活用し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                                                                          

３－㉕ 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: 082-513-3382 
                      mailto: syokaigai@pref.hiroshima.lg.jp 
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３－㉖ 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 
       【詳細情報】 
                HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin            
           boshuu.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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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 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】 
                 ①3,000千円 
                 ②1,000千円 
                 【詳細情報】 
                  HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html 

３－㉗ 海外での事業活動に対する支援（環境浄化分野） 

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 
        

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyoujoukasangyou-joseikin-boshuu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html
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３－㉘ 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 
 

                    

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） 
       〔補助対象は海外規制対応経費、展示会出展経費等〕 

３－㉙ 個別対応による支援（医療福祉分野） 

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 
        

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/kankyokyogikai.html
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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       

３－㉚ 海外販路開拓コーディネーター 

３－㉛ 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。 
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３－㉜ 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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３－㉝ アジアデスク 

問い合わせ先：お近くの中国銀行本支店、または中国銀行国際部 アジアデスク 
          TEL: 086-234-6539 
                      FAX: 086-234-6591 

支援対象者：民間企業等 

支援内容：・中国銀行では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展開をバックアップ。初めての貿 

         易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にサポートします。 

       ・上記海外拠点に加え、派遣行員（ベトナム・インドネシア）、提携機関と連携し、ソリュー    

        ションを提供させていただきます。 

       ＜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 

       ※相談は無料 

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

http://www.chugin.co.jp/
http://www.chugin.co.jp/


３－㉟ 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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３－㉞ 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 
                 ※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 

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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３－㊲ 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】 
                2017年4月～2018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 

３－㊱ 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） 

３－㊳ 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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３－㊴ 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: 083-223-7992 


