








とっとり国際ビジネスセンターが保有する海
外バイヤーチャネルを最大限活用して、まずは
バイヤー確保をし、Web商談ルームの稼働率を
上げて、継続的なWeb商談を設定していきたい
と思います。
また、Web商談での成約率を高めるために、

売り込む製品の良さを正確に伝えるツール
（Webカタログ＋商品紹介用動画）を充実させ
ていきたいと思います。
これらの取組みにより、Web商談を発展させ

て各国市場の越境ＥＣにもつなげていきたいと
思います。
また、仮想鳥取県物産展及び展示会的な

「鳥取県ショールーム」開設を検討しています。

コロナ禍による全世界的な渡航
制限のため、各企業に於いては今
年度予定していた海外展示会及び
海外商談会等がすべて中止となり
海外販路開拓の道が突然閉ざされ
てしまいました。そこで新たな対
策（手法）が必要となり、取組み
を始めました。

(公財)鳥取県産業振興機構（販路開拓支援部）とっとり国際ビジネスセンター

外国語スタッフ（写真右）を交えた、韓国のバイヤー（画
面）と食品メーカー担当者（写真中央）とのWeb商談会

１．団体概要

２．特徴的な取組

３．担当者へのインタビュー

平成23年７月に県内貿易支援機関の一元化及
びワンストップサービス推進を目的に機構の海
外支援グループを改組して開設。
提供サービス（機能）として、各種貿易相談、

当センター職員の同行支援、外部専門家派遣、
海外展開チャレンジ支援補助金等、ハンズオン
支援とプロジェクト型販路開拓を実施中。

①Webカタログの作成

②Web商談ルームの設置

 海外バイヤーに売り込むためのWebカタログ
（多言語版）を作成。

 同上ツールを活用したバイヤー確保及び商談
会の実施。

Q1 取り組むきっかけは。

Q2 苦労したことは。

 Web専用の商談ルーム及び機材一式を用意し、
商談に集中出来る環境を整備。

所在地：鳥取県境港市竹内団地２５５－３
SANKO夢みなとタワー１階

電話：０８５９－３０－３１６１
H  P：http://tottori-
kaigai.com/index.php?view=4848

Q3 今後の展開を教えてください。

多くの中小企業では直面談による商談が基本で
あり、Web商談が浸透していませんでした。この
ため、自主的にWeb商談へチャレンジする企業が
少ないといった状況がありました。
その中で、コロナ禍の新たな販路開拓の手法と

して各県内企業にWeb商談の導入を推進し、Web
商談の流れ（機会）を創出してきたことです。

 Web商談～成約までコーディネーター・外国
語スタッフ等による貿易実務、通訳支援。

③専門スタッフによる支援

国際ＢＣ
スタッフの皆さん

Web商談パッケージ支援
～コロナ禍でのWeb商談支援（機会創出）の取組～



島根県しまねブランド推進課
１．団体概要

２．特徴的な取組

３．担当者へのインタビュー

農林水産物とその加工品の販路と消費を拡大
させ、県産品の振興を図るため、農林水産部、
商工労働部の共管組織として「しまねブランド
推進室」が設置。
平成１７年４月から現在の「しまねブランド

推進課」に変更。輸出については「海外展開支
援室」が担当。

①島根県産品を米国に
 日本食情報発信サイトと連携した米国ECサイ
トである”Umami Insider”に島根県産品の情
報を掲載し、現地の消費者に直接魅力を伝え
る。

Q1 取り組むきっかけは。
Q3 本事業に期待することを教えてください。

所在地：島根県松江市殿町1番地
電 話：０８５２－２２－５１２８
H P ：
https://www.pref.shimane.lg.jp/brand/

②現地の倉庫に商品をストック
 一般的な越境ECと異なり、現地の倉庫に商
品をストックするため、タイムリーに現地消
費者へ商品を届けることが可能。

日本食情報発信サイト”Umami Insider”のHP

島根県産品は「有機」、「No MSG（食
品添加物）」といった高品質商品が多いも
のの、日本語パッケージのまま輸出されて
いる商品が多く、商品の価値を伝えられて
いない状況でした。そこで、現地の消費者
に英語で直接県産品の魅力を伝えるための
商品認知度向上事業として計画しました。

商品を掲載して販売するのみのサイトと
違い、価格競争ではなく、商品のストー
リーに価値を見出した販売ができると考え
ました。
国内商社であるクラウン貿易(株)と連携し

た取組であり、企業にとっては商社との国
内取引となることも大きな利点です。

Umami InsiderはECサイトであるのと
同時に日本の食文化・レシピ等を紹介す
る日本食情報発信サイトでもあります。
単に商品を掲載し販売するのみではなく、
島根県の自然・人と共に商品のストー
リーを現地消費者に伝え、その価値を理
解していただき購入に繋がることを期待
しています。
また、消費者からの反応もフィード

バックされるため、各企業にとっては商
品開発や次に打つ手を考えるきっかけに
していただきたいと思います。
英語化された記事データは各企業が自

由に使えるため、今後の商談会等にも活
かしていただきたいと考えています。

Q2 Umami Insiderを選んだ理由は。

米国ECサイト “Umami Insider”
～米国への島根県産品販路開拓支援～



初めて輸出される商品も多く、日本酒、加
工食品、デザイン雑貨、化粧品等の成約が出
ています。成約後は海外ECサイト上に商品の
PRコンテンツが作成されるので、現地でのブ
ランディングにも役立てられています。輸出
先は中国、東南アジアが多く、オーストラリ
アや南アフリカからも引き合いが来ており、
今後の成約が期待されます。

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
１．団体概要

３．担当者へのインタビュー

貿易振興と対日直接投資に関する事業の総合的
な実施や、開発途上地域の総合的な調査研究を通
じて、日本の経済・社会のさらなる発展を目指し、
各種海外支援施策を実施する機関。

自治体や地銀の方々と連携し、地元企業
に広く周知しています。本事業は、①国内
取引が前提、②原則バイヤーによる全量買
取型、と比較的低リスクなスキームである
ため、輸出初挑戦企業にも参加いただき、
幅広い業種の県産品を登録いただいていま
す。海外ECバイヤーが求めている商材は
日々変化していることもあり、ジェトロ岡
山は、そのニーズに沿った県産品を迅速に
提案しています。
また、現在はオンラインによる非対面形

式での商談が主流のため、事前に商談の練
習をしたり、あらかじめバイヤーの関心事
項を共有するなどのサポートをし、商談本
番はスムーズな進行を心掛けています。

Q１ 岡山県における取組みの特徴は。 Q２ これまでの成果を教えてください。

Q３ 今後の展開を教えてください。

住所：東京都港区赤坂1丁目12-32
アーク森ビル（総合案内6階）

電話：０３－３５８２－５５１１
HP：https://www.jetro.go.jp/

ジェトロ岡山
都築さん

２．特徴的な取組
①複数国地域へチャレンジ

②低リスク

 世界２４の主要ECサイトと連携しているた
め、複数の国・地域への販路開拓のチャレ
ンジが可能。

 原則EC事業者及びそのサプライヤーによる
買い取りベースのため低リスク。

③販売データのフィードバック
 販売データのフィードバックを通じて、商
品開発、販売戦略構築に貢献。 イギリスの食品ECサイト”ocado” JAPANページ

＜中国地域各県のジェトロ窓口＞
ジェトロ鳥取：０８５７－５２－４３３５
(https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/tottori/)

ジェトロ松江：０８５２－２７－３１２１
(https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/matsue/)

ジェトロ岡山：０８６－２２４－０８５３
(https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/okayama.html

ジェトロ広島：０８２－５３５－２５１１
(https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima/)

ジェトロ山口：０８３－２３１－５０２２
(https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/yamaguchi/)

1社でも多く海外EC を通
じた輸出の成功に貢献した
いです。成長著しいEC市場
ではバイヤーの関心も様々
です。「我こそは！」とい
う県内産品をお待ちしてお
ります。まずはお気軽にお
問合せください。

JAPAN MALL事業
～複数の国・地域への販路開拓支援～



中国向けは、食品・化粧品・日本酒等製
造のお取引先が、10月初旬までに15社が
テストマーケティングを開始し、11月に
20社が開始予定です。
米国向けは、食品・文具製造のお取引先

が、10月初旬までに5社販売済みで、販売
準備中のお取引先が数社ございます。

株式会社広島銀行国際営業部
１．団体概要

２．特徴的な取組

３．担当者へのインタビュー

中国、米国向け越境EC（国内買取・国内決済）の取組み

Q１ 取り組むきっかけは。

Q２ これまでの取組内容は。

Q３ 今後の展開を教えてください。

所在地：広島県広島市南区蟹屋町
１丁目１－７

電話：０８２－５０４－３９２３
HP：
https://www.hirogin.co.jp/corporation/overse
as/support/information/

広島銀行
徳島さん

海外ビジネスの検討から、海外現地法人の
運営まで、多彩なネットワークを活かしてサ
ポートを行う部署。特にアジアでのビジネス
に関しては、本行海外駐在員事務所等を活用
し、海外ビジネスの支援を実施。

関係者 支援内容

広島銀行 お取引先への提案、出展、販売
促進のサポート

グローバル
ブランド

日本における商品買取および出
品、物流手配、保険付保代行等

東京海上日
動火災保険

輸出される商品への外航貨物海
上保険、海外ＰＬ保険付保

＜中国向け＞様々な中国ＥＣモールへの出展

お取引先の国内販売が頭
打ちとなる中、海外への販
路拡大ご支援のため、本取
組みを企画いたしました。

今後もコロナ禍により、国内需要の縮
小が予想されることから、引き続き、購
買力の高い中国や米国向け越境ECのご
提案を継続していきます。
また、経済発展が著しく、人口増加も

見込まれる東南アジアを中心に、当行に
て越境ＥＣ支援が可能な国を順次追加し、
海外販路拡大支援の更なる拡充を図って
参ります。
国内買取・国内決済のお手軽な海外向

け出品にご関心がございましたら、まず
はお気軽にお問い合わせください。

＜米国向け＞Amazonへの出展
関係者 支援内容

広島銀行 お取引先への提案、出展、販売
促進のサポート

日本製品中国
市場販売支援会

中国における商品PRのサポート、
バイヤー探索等

Total Life
国際

日本における輸出手続き、物流
手配等のサポート

広島銀行の越境ＥＣ支援体制
～中国、米国向け（国内買取・決済）販路開拓支援～

 海外での販売が初めてのお取引先でもお手軽に始められよう、各種提携先と連携し、中
国、米国向けにおいて、「国内買取・国内決済」の仕組みをご用意しております！

 この仕組により、在庫リスク・海外販売による為替リスクがなく、また、現地のカスタ
マーサポート対応が不要となります！

※中国向けについては、バイヤー探索のため、事前にテストマーケティングが必要です。



地域商社やまぐち株式会社
１．団体概要

２．特徴的な取組

３．担当者へのインタビュー
Q１ 取り組むきっかけは。

Q２ これまでの取組内容は。

Q３ 今後の展開を教えてください。

所在地：広島県広島市南区元宇品町４２－３８
電話：０８２－２５０－７８７８
HP：https://www.make-ekkyoec.jp/

地域商社やまぐち㈱
水戸さん

地方創生に係る新たな施策・事業を推進する
ために山口県と山口銀行との間で締結した「地
方創生に係る包括連携協定」に基づき2017年10
月に設立。国内販路拡大だけでなく、中国の越
境EＣサイト「Eddimall」を活用したワンス
トップ型の越境ＥＣサービスを手がける株式会
社メイクと連携し、地域の生産者等の海外販路
拡大支援を実施。

中国のECサイト”Eddimall” JAPANページ

①低コスト・小ロット
 「Eddimall」は、中国大連市が認可している
ため、一定数量までは関税がかからない。

 小ロットでの取扱いが可能で、日本国内販売
価格の１．２倍程度での販売が可能。

②お手軽
 掲載ページの翻訳や輸出手続き等はメイクで
対応するため、言語や貿易実務の知識・経験
が無くても出品可能。

■株式会社メイク

所在地：山口県下関市竹崎町４丁目２－３６
電話：０８３－２２３ー４０８３
HP：https://www.ym-tc.co.jp/
ウェブサイト「jimotto」

https://www.ymtc-webstore.jp/

■地域商社やまぐち株式会社

山口銀行大連支店が中国地域
の現地企業、(株)メイクとの３
社間にてプラットフォームを構
築。山口フィナンシャルグルー
プ（以下、山口ＦＧ）からの出
資もある当社が日本側の窓口と
して参画した事がきっかけと
なっています。

今後は日本全国の企業様の海外販路拡大の一
助として「Eddimall」へ出品していただける環
境作りを行っていきたいと考えています。その
施策の一つとして全国の金融機関を通してお取
引先を紹介頂くスキームを広めていく予定です。
既に申込みにまで至ったケースもあります。
中国国内では「メイド・イン・ジャパン」と

いうだけで商品力があり、「Eddimall」をきっ
かけに、日本の魅力的な商品を中国国内で販売
していくことで出品企業様の海外販路の拡大・
売上増加の一助となれればと考えています。
また、山口FGにおいても、低コスト・小

ロットで海外にチャレンジできる手段のひとつ
として、「Eddimall」の拡大を進め、地域活性
化を図って参ります。

2019年９月のオープン以来、当初は山口ＦＧの
主な営業エリアである山口、広島、福岡からの出
品が多くありましたが、最近では東京をはじめ、
九州全域から幅広くアイテムが集まってきていま
す。 2020年9月時点で出品企業数29社、出品も約
150アイテムにまで増えています。

中国ＥＣサイト “Eddimall”
～地域商社等との連携による中国への販路開拓支援～



発行日 ：令和２年１０月１４日
発行者 ：中国経済産業局 産業部 国際課
所在地 ：〒７３０－８５３１

広島市中区上八丁堀６番３０号
TＥＬ ：０８２－２２４－５６５９

①ものづくり・商業・サービス補助

■EC活用支援

ネットショップ出店のサポートやEC支援事業者とのマッチング
イベント等により、ECを活用した国内・海外の販路開拓を支援
します。

■中小企業デジタル化応援隊事業

テレワークやEC等に関して、専門家が指導・助言を行います。

生産性革命推進事業

ebiz 中小機構

デジタル化応援隊

■中国地域海外展開支援施策ガイド２０２０

中国地域の支援機関の海外展開施策をまとめました。

中国経済産業局 ガイド

■中国経済産業局国際メールマガジン

経済産業省をはじめ、各支援機関の情報を発信します。

■生産性革命推進事業
コロナ禍を乗り越えるために、デジタルツールの導入等に前向きな投資を
行う事業者を、以下の３つの補助事業で支援します。

②持続化補助

③ＩＴ導入補助

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援

デジタルを活用した海外展開支援施策


