
中国地域の中小企業のための
海外展開支援施策ガイドブック 2022

令和4年6月発行

※掲載内容は令和4年6月22日時点の情報になります。

経済産業省

中国経済産業局

中国地域の支援機関等が

実施している海外展開支援

施策を１つにまとめました。

ぜひご活用ください！



② セミナー・研修に参加したい

⑦ 海外進出時・進出後にサポートを受けたい

小規模事業者持続化補助金

日本産酒類海外展開支援事業費補助金

輸出促進活動支援事業費補助金

④ 事業化に向けて調査したい、計画を立てたい

JETRO

地域食品産業連携プロジェクト（LFP）推進事業

農産物等輸出拡大施設整備事業

岡山デニム世界進出支援事業

国際展示会等への共同出展支援

JETRO山口県

経産局

国税局 ⑧ 資金を調達したい、リスクに備えたい

農山漁村発イノベーション推進支援事業

しまね産振財団
JAPANブランド育成支援等事業

新市場開拓支援事業費補助金

海外・国内商談会

海外販路開拓支援

海外販路開拓

海外ビジネスマッチング

Agri＆Foods農林水産物・食品海外販路開拓事業

海外進出セミナー

海外進出セミナー

海外進出支援

海外進出セミナー等

海外ビジネス支援セミナー

海外プロモーション動画作成支援補助金

令和４年度 中小企業等外国出願支援事業

岡山市 製造業等販路拡張支援事業

海外展開支援事業

広島市 Fine Food & Sake HIROSHIMA

広島銀行 海外ビジネスコンサルティング
中国銀行 海外商談会等

環境・エネルギー関連新規製品・サービス開発支援

見本市等出展助成事業

コロナ禍における海外ビジネス支援補助金

広島銀行 海外ビジネスコンサルティング

ひろしま産振構

海外販路拡大ワンストップ支援

海外進出支援

鳥取県海外ビジネスサポートデスク

スタートアップシティ・ アクセラレーションプログラム

グローバル・アクセラレーション・ハブ（JHUB）

ビジネス・サポートセンター（BSC）

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム

海外投資アドバイザー海外進出企業向け支援サービス

海外販路拡大ワンストップ支援

海外・国内商談会

海外ビジネスコンサルティング

海外展開資金調達支援

現地拠点を活用した現地資金調達

海外現地コーディネーターによる支援

島根・ビジネスサポート・オフィス

山口県 山口県海外ビジネスサポートデスク

海外展開資金調達支援

NEXI

知的財産保護関連サービス

鳥取銀行

スタンドバイクレジット制度

海外展開・事業再編資金

海外ビジネス展開支援資金

トマト銀行
広島銀行
もみじ銀行

中国銀行

リモート海外出張サービス

海外支店・駐在員事務所

現地拠点を活用した現地資金調達

広島銀行

海外現地サポート

食の安全・安心プロジェクト推進事業補助金

海外販路開拓支援助成金

投資金融支援JBIC
輸出金融支援

山口銀行

日本公庫
クロスボーダーローン

海外展開資金調達支援

鳥取銀行

山陰合銀 海外展開資金調達支援

商工中金 海外展開に必要な資金の支援

海外展開資金調達支援

海外展開に対するリスクヘッジ

山口県

中国銀行

ひろしま産振構

中国銀行

JICA
中小機構

Chugin Global News

国際業務に関する金融ザービス

海外情報入手・提供

海外情報入手

しまね産振財団 現地市場調査等支援事業

YMFGアジアニュース

国際・貿易業務

広島商議所

山陰合銀
鳥取銀行
商工中金

広島銀行

中小企業海外展開サポートデスク

広島県内支援機関「海外ビジネス支援メニュー」

国際・貿易業務

中小企業海外展開セミナー

海外拠点を通じた情報収集提供・ビジネスマッチング等

貿易実務講座／貿易実務オンライン講座

海外ビジネスコンサルティング

海外展開支援施策のメルマガ

よろず支援拠点

GFP農林水産物・食品輸出プロジェクト

輸出相手国の残留農薬基準値

証明書や施設認定の申請

輸出に関する手続き・制度

日本国内の輸出に係る制度

JETRO

岡山県

日本産酒類の輸出支援の取り組み

国・地域別_海外ビジネス情報

日本産農林水産物・食品マッチングサイト

農林水産物・食品の輸出支援ポータルサイト

国際協力人材情報PARTNER閲覧

中小機構

島根県

しまね産振財団
海外拠点ローカル人材育成事業

山口県

農政局 

中小機構

JICA
JBIC 中小機構

農政局情報サイト(ODA援助方針,途上国開発課題等)

中小企業ビジネス支援サイト（J_Net21）

海外ビジネスナビ

海外展開支援施策のメルマガ

メール配信サービス

広島銀行

JETRO 海外ミニ調査サービス

しまね産振財団 海外進出計画策定事業

グローバル人材確保事業

海外ＣＥＯ商談会

農林水産物・食品輸出の一元的相談窓口

海外駐在員事務所を通じたアドバイス

JICA

貿易投資相談

GFP輸出診断

普及・実証・ビジネス化事業

ビジネス化実証事業

ニーズ確認調査

輸出先国規制に係る課題解決支援委託事業

海外事業展開に係る資金調達の相談

中小企業・SDGｓビジネス支援事業

新輸出大国コンソーシアム

農政局

中小機構

⑤ 商品開発・販路開拓したい

農政局

⑥ 海外への販路を開拓したい ⑨ グローバル人材を育成・確保したい① 情報を入手したい

県産品の展示会とテーマ別商談会の開催

県産品商談機会の提供

JETRO

JICA

広島県

③ アドバイスを受けたい

JICA海外協力隊（民間連携）

高度外国人材活躍推進ポータルサイト

高度外国人材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ伴走型支援

ボランティア経験者への求人票の提供

広島銀行 海外ビジネスコンサルティング

山口県

プロフェッショナル人材確保支援事業補助金

優秀な理工系留学生の受入・育成

広島県

グローバル人材育成事業

食品輸出商談会の開催

国税局 海外販路開拓支援事業

日本産酒類輸出促進コンソーシアム

海外展開支援・現地サポート

海外拠点・提携機関によるサポート

商談会

もみじ銀行

山陰合銀
鳥取銀行
商工中金

岡山県上海事務所、海外ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ

中国四川現地事務所による支援

下関商議所

海外販路開拓活動同行支援事業

鳥取県
島根県

広島県
岡山県

ベトナム等環境・エネルギー分野の事業展開支援

中国食品・消費財オンライン商談会

鳥取産振構

鳥取県国際経済変動緊急対策補助金
鳥取県

もみじ銀行

セミナー・講演会

鳥取産振構
商工中金

ジャパンフラワー強化プロジェクト推進

産地生産基盤パワーアップ事業

海外ビジネスセミナー

山口銀行
もみじ銀行

中国銀行

山口銀行

セミナー

海外ビジネスセミナー

セミナー、専門家派遣、定期相談会

国際取引実務研修（貿易実務研修）

中国ビジネスセミナー

セミナー、ミッション派遣

鳥取銀行

山陰合銀

セミナー、募集説明会（JICA支援制度等）

セミナーへの講師派遣

鳥取県

海外ビジネス支援セミナー

日本産酒類輸出促進コンソーシアム
（セミナー、専門家相談等）

JETRO

国税局

YMFGアジアニュース

ひろしま産振構

JBIC

山口銀行

もみじ銀行

第６回 “日本の食品”輸出EXPO

JETRO

海外見本市・展示会
鳥取産振構

海外展開専門的サポート事業支援補助金

ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）

JAPAN MALL事業

国内商談会

Japan Street事業

海外販路開拓コーディネータ

貿易相談・企業進出支援

ワンストップ相談支援

山口県

『JAPAN STORE』出品支援

「J-BRIDGE」

しまね産振財団

海外事業展開支援情報ポータルサイト

農政局

JETRO
戦略的海外展開構築支援事業費補助金

中経連 海外販路開拓(輸出)支援

島根県 しまね海外ビジネスサポートセンター

中経連
岡山商議所 海外展開相談

下関地域商社

海外ブリーフィングサービス

山陰合銀

海外商談会等開催

海外展示会出展・海外企業との商談会

海外販路開拓事業

鳥取銀行 海外展開計画

国際ビジネスコーディネーター

J-GoodTech（ジェグテック）

経産局

山口県

GFPグローバル産地づくり推進事業

岡山県

貿易・投資相談

マレーシアにおける事業展開支援

アジアサポートデスク

海外展開支援

アジアデスク

海外ビジネス支援デスク

アジア戦略サポートデスク

海外展開ハンズオン支援

調査・海外進出計画支援

海外コーディネーター輸出支援相談サービス

輸出プロモーター事業

海外視察派遣ひろしま産振構

海外展開相談

経営アドバイス（海外展開） 下関商議所
広島信金
鳥取銀行
山陰合銀

海外ビジネス政策顧問による支援

海外投資環境資料の提供

JICA
JBIC

ジェトロメンバーズ

テレビ番組「世界は今–JETRO_Global_Eye」
中国銀行
トマト銀行

山口銀行

国税局

経産局 中小企業１１９

トマト銀行

商品開発・販路開拓に関連する補助金

広島県
シリコンバレーにおける事業展開

経産局 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（グローバル展開型）

中小企業等外国出願支援事業（補助金）

事業再構築補助金（通常枠、大規模賃金引上枠、グリーン成長枠）

国際的認証資格取得等支援事業

分野・テーマ別の海外販路開拓等への支援強化事業

青果物輸出産地体制強化加速化事業　

強い農業づくり総合支援交付金　

中経連

下関商議所 セミナー、講演会

岡山商議所
広島商議所

海外EC導入・スキルアップ支援

広島県

企業ニーズに沿ったセミナー

鳥取商議所

しまね産振財団

海外派遣人材育成講座

海外展開に関するセミナー等

広島銀行

ひろしま産振構
鳥取産振構
広島市岡山県

知る・調べる
（海外展開の目的の明確化）

STEP
1 計画・準備する（国内での準備・計画策定）STEP

２
海外に進出する

（海外の取引先・提携先等の開拓） （海外販路拡大・現地拠点設立）
事業の安定・拡大STEP STEP

３ ４

海外展開実現までのロードマップ ～主な支援施策活用のイメージ～ 支援施策名をクリックすると、施策の概要が表示されます。情報は随時更新します。

NEW!

NEW!

NEW!
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NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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NEW!
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中国地域中小企業海外展開支援会議構成メンバー※

【国・政府系機関等】
中国経済産業局、中国財務局、中国四国農政局、広島国税局
（独）日本貿易振興機構 貿易情報センター（JETRO）（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
（独）中小企業基盤整備機構 中国本部
（独）国際協力機構 中国センター（JICA中国）
(株) 日本貿易保険 大阪支店（NEXI）
(株) 国際協力銀行 大阪支店

【自治体】
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山市、広島市

【支援機関】
（公財）鳥取県産業振興機構、（公財）しまね産業振興財団、
（公財）岡山県産業振興財団、（公財）ひろしま産業振興機構、
（公財）やまぐち産業振興財団、（一社）中国経済連合会、
（一社）中国地域ニュービジネス協議会
鳥取県商工会議所連合会、島根県商工会議所連合会、 岡山県商工会議所連合会、
広島県商工会議所連合会、山口県商工会議所連合会

【金融機関】
(株)日本政策金融公庫、(株)商工組合中央金庫 広島支店、広島信用金庫、
(株)鳥取銀行、(株)山陰合同銀行、(株)中国銀行、(株)トマト銀行、(株)広島銀行、
(株)もみじ銀行、(株)山口銀行

※「中国地域中小企業海外展開支援会議」
中国地域で中小企業の海外展開を支援するために支援機関等の３８機関で構成した支援体制

＜発行者＞

中国経済産業局 産業部 国際課
〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎２号館
Tel：082-224-5659、 Fax：082-224-5642

経済産業省
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