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事業の内容 

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 
平成27年度補正予算額  20.0億円 

中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

事業イメージ 

事業目的・概要 

 TPP加盟国における新たな市場獲得に向けた可能性を最大限引き出

すため、海外展開を目指す中小企業者を支援することが重要です。 

具体的には、海外販路開拓を目指す中小企業に対し、事業計画の策

定等を支援します。 

 また、海外展示会等への販路開拓に不可欠な商談ツールの作成から

情報提供、出展機会の提供等を一貫して支援します。 

加えて、海外現地の大使館、金融機関などの官民支援機関が連携す

る「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」の機能強化を通じ、

進出から進出後の相談対応等それぞれの局面で総合的に支援します。 

成果目標 

本事業を通じて、海外企業等との商談成約率30％を目指します。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

海外ビジネス戦略推進支援事業 

通商政策局 通商政策課 
03-3501-1654 

製造産業局 繊維課 
03-3501-0969 

国 

中小企業・ 
小規模事業者 

支援 

中小機構 
ジェトロ 

補助 
（定額） 

民間事業者等 

補助（2/3） 

 中小企業者と農林漁業者による連携等による海外展開を目指す中小企

業者が行う、海外市場獲得に向けた実現可能性調査や取引体制の整備

を支援します（補助上限額：200万円、補助率2/3）。(HB P.8) 

ものづくりサプライチェーン再構築支援事業 

 地域のものづくり企業が、サプライチェーンの合理化につながる産地内の事

業再編や産業間・異業種との連携を通じて、ＴＰＰ加盟国における需要

獲得を目指すに当たってのビジネスモデルを検証するための専門家によるF/S

の実施を支援します（補助上限額：1000万円、補助率2/3）。 

海外展示会への出展支援、商談機会の提供等 

 海外展示会等の出展企業に対して翻訳やWeb構築などの商談ツールの

作成から、物流の手配、出展機会の提供まで一貫して支援します。また、

TPPを活用して海外展開に挑戦する企業を中心に商談機会の提供等の支

援をします。（HB P.13） 

海外展開現地支援プラットフォーム 

 TPP締結を前にした、加盟国間での市場取引の増加に備え、加盟国にお

けるコーディネーターの増員等のプラットフォーム（ジェトロが設置する拠点）

の機能強化を行います。また、非TPP加盟国から加盟国への展開等を目指

す中小企業を支援するため、非TPP加盟国においてもプラットフォームの機

能強化を行います。(HB P.14) 

Webマッチングサイト支援 →Ｐ.１０ 

 中小機構によるＥＣ（電子商取引）サイトを通じてTPP加盟国への進

出を目指す国内企業と海外企業等とのマッチング支援を実施します。 2 



事業の内容 

ふるさと名物応援事業 
平成27年度補正予算額  30.0億円 

中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 
商務情報政策局 生活文化創造産業課 
03-3501-1750 

事業イメージ 

事業目的・概要 

 TPP締結によって創出されるビジネスチャンスを中小企業・小規模事業

者が獲得するためには、TPP加盟国の市場ニーズを捉えた商品開発・販

路開拓を行うことが必要であり、市場獲得の可能性と収益性を高めるた

めには、一刻も早く着手することが重要。 

 そこで、 海外市場を見据えて、中小企業者・小規模事業者が地域資

源の活用や農林漁業者との連携により付加価値を高めた商品・サービス

の開発を行う取組を促進するとともに、これらの事業者を支援する一般

社団法人等による情報提供等の取組を支援します。 

 また、地域の関係者を巻き込み、特色を活かした産品をブランド化し、海

外市場を見据えた商品等を創出できるような人材（ふるさとプロデュー

サー）を育成するなどの取組を支援します。 

併せて、地域産品の強みを活かし、ブランドコンセプトの確立に向けた戦

略の策定や海外販路開拓に向けた海外展示会の出展等を支援します。 

成果目標 

本事業を通じて、開発した商品・サービスの市場取引達成率80％を目

指します。 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

中小企業・小規模事業者等 
補助（定額、2/3） 

中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

補助 
（定額、2/3） 

補助 
（定額） 

民間 
団体等 

TPP対策「ふるさと名物」支援   

TPP対策JAPANブランド育成支援 

TPP対策JAPANブランド等プロデュース支援 

 中小企業・小規模事業者が、地場産品の活用や農林漁業者との連携により行う、

海外市場を見据えた加工食品の開発、それに付随する鉱工業品の開発やそれら

の組み合わせによるブランド化の取組を支援します。また、国内の外国人へのテス

トマーケティングを始めとした国内販路の開拓、本格的な海外販路開拓の費用を

補助します (補助上限500万円(グループの場合:2,000万円)､補助率2/3)。 

 海外市場への展開を狙った地域資源の活用や農林漁業者との連携により行う商

品開発等に取り組む事業者に対して、一般社団法人等が行う消費者嗜好に関

する情報提供、マッチング支援などの取組を支援します（補助上限1,000万円、

補助率2/3）。（HB P.9） 

 さらに、地域の関係者を巻き込み、地域資源を活かした魅力ある産品を「地域ブ

ランド化」し、海外市場を見据えて販路開拓を行う取組の中心的担い手となること

ができる人材(ふるさとプロデューサー)の育成などの取組を支援します(定額補助)。 

 「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材や技術等の強みを活かし、ブランドコン

セプトの確立に向けた戦略の策定を支援します。（補助上限200万円、 

定額補助） 

また、海外販路開拓に向けたブランド確立のため、新商品開発や海外展示会出

展等のプロジェクトを支援します（補助上限2,000万円、補助率2/3）。 

 海外販路の開拓を目指す中小企業・小規模事業者に対して、海外から招聘した

現地の市場ニーズに精通する専門家によるアドバイスを通じて、海外向け商品の

開発を支援します（定額補助）。(HB P.8) 

 

 海外現地のニーズ等に詳しい外部人材の活用によって、日本の特色を活かした商

材の海外展開に向けたブランディング、PR・流通まで一貫したプロデュース活動や

海外向け販路開拓、外国人観光客による国内消費の喚起に向けた中小企業者

等が行う地域の産品等の磨き上げや海外向けPR活動を支援します 

 （定額補助）。 3 



事業の内容 

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 
平成28年度予算案額  14.3億円（25.0億円） 

中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 

通商政策局 通商政策課 
03-3501-1654 

事業イメージ 

貿易経済協力局 原産地証明室 
03-3501-0539 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

成果目標 

平成26年から平成30年までの５年間の事業であり、海外企業等との

商談成約率30％を目指します。 

事業目的・概要 

新規に海外市場に活路を見いだそうとする中小企業・小規模事業者を

中心に、事業計画策定から海外販路開拓、現地進出、進出後の課題

や事業再編の対応まで、一貫して戦略的に支援します。 

具体的には、海外販路開拓を目指す中小企業への事業計画の策定や、

地域一体となって行う海外展開を支援します。 

加えて、海外現地の大使館、金融機関などの官民支援機関が連携す

る「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」の整備等を通じ、進

出から事業再編までそれぞれの局面で総合的に支援します。 

 この他、EPA（経済連携協定）に基づく原産地証明制度に対する事

業者等の理解を促進するため、セミナーを開催するとともに、相談窓口を

設置します。 

情報提供、助言 

 海外の法規制や輸出に関する手続きなど、海外展開に向けた各種情報の提
供や助言などを行います。 

認定支援機関向け研修事業 

 海外展開の身近な相談者育成のため、税理士や金融機関などの認定支援
機関に対し、海外展開に向けた支援能力向上のための研修やeラーニングを実
施します。 

海外展開戦略策定支援→ 

 新規に海外展開を目指す中小企業を対象に、戦略策定につなげるための海
外現地における事業の実現可能性調査やWebサイトの外国語化、物流体制
の構築等を支援します（補助上限140万円、補助率2/3）。 

販路開拓支援 

 海外展示会等の出展企業に対して、国内における事業計画の策定から出展
機会の提供まで一貫して支援します。また、サービス産業等や新規に海外展開
に挑戦する企業を中心に商談機会の提供等を支援します。さらに、地域の支援
ネットワークの協力を得つつ行う現地調査等の取組を支援します（補助上限
1,000万円、補助率2/3） 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 

海外の主要拠点にコーディネーターを配置し、大使館や金融機関などの官民
支援機関と連携して法務・労務・税務等の専門的な個別課題の解決や海外
拠点の設立・移転・撤退等への支援を行います。(HB P.14) 

事業再編支援 

 事業再編による海外進出先の移転の際の経営診断や周辺国の情報を提供
します（補助上限160万円、補助率2/3）。 

経済連携協定利用円滑化促進事業 

EPAに基づく原産地証明制度等に係るセミナー開催による普及啓発活動や、 
EPAの利用に係る個別相談窓口を設置します。 

国 

中小企業・小規模事業者
等 

補助（2/3） 

中小企業・ 
小規模事業

者 

支援 
中小機構 
ジェトロ 

民間団体等 

補助 
（定額） 

情報提供、助言   

認定支援機関向け研修事業  

海外展開戦略策定支援  

販路開拓支援 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム  

事業再編支援 →Ｐ.１３ 

経済連携協定利用円滑化促進事業 
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事業の内容 

ふるさと名物応援事業 
平成28年度予算案額  10.0億円（16.1億円） 

中小企業庁 創業・新事業促進課 
03-3501-1767 
商務情報政策局 生活文化創造産業課 
03-3501-1750 
商務情報政策局 伝統的工芸品産業室 
03-3501-3544 

事業イメージ 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

成果目標 

平成28年から平成32年までの５年間の事業であり、開発した商品・

サービスの市場取引達成率80％を目指します。 

事業目的・概要 

全国津々浦々の地域や中小企業・小規模事業者の活性化を図るた

め、各地域にある地域資源を活用した「ふるさと名物」などに対する支

援を行います。 

具体的には、中小企業・小規模事業者が地域資源活用や農林漁

業者との連携によって行う商品・サービスの開発や販路開拓を行う取

組を支援します。 

 また、「中小企業地域資源活用促進法」の改正により、拡充した一般

社団法人等による「地域資源活用支援事業」を支援します。 

 さらに、地域の関係者を巻き込み、特色を活かした産品をブランド化し、

売り出す「ふるさとプロデューサー」人材を育成します。 

併せて、地域産品の強みを活かし、ブランドコンセプトの確立に向けた

戦略の策定や海外販路開拓に向けた海外展示会出展等のプロジェ

クトを支援します。 

「ふるさと名物」支援事業 

 中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業者との連携により行

う、商品・サービスの開発や販路開拓の費用を補助します（補助上限500万円

（グループの場合：2000万円）、補助率2/3）。 

 一般社団法人等が中小企業の地域資源活用を支援するために行う消費者嗜

好に関する情報提供などの取組を支援します（補助上限1,000万円、補助率

2/3）。 

 さらに、地域の関係者を巻き込み、地域資源を活かした魅力ある産品を「地域ブ

ランド化」して、域外に販路を広げる取組の中心的担い手となることができる「ふる

さとプロデューサー」の人材育成を支援します（定額補助）。 

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 

 「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材や技術等の強みを活かし、ブランドコ

ンセプトの確立に向けた戦略の策定を支援します（補助上限200万円、定額

補助）。また、海外販路開拓に向けたブランド確立のため、新商品開発や海外

展示会出展等のプロジェクトを支援します（補助上限2,000万円、補助率

2/3）。 

国 

中小企業・小規模事業者等 
補助（定額、2/3） 

中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

補助 
（定額） 

委託 

民間 
団体等 

補助 
（定額） 

 海外現地のニーズ等に詳しい外部人材の活用によって、日本の特色を活かした

商材の海外展開に向けたブランディング、PR・流通まで一貫したプロデュース活動

や海外向け販路開拓、外国人観光客による国内消費の喚起に向けた地域ネッ

トワークが行う地域資源等の磨き上げや海外向けPR活動を支援します（定額

補助）。 

伝統的工芸品の産地ブランド化推進事業 

ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業 

 伝統的工芸品の産地への観光客誘致・海外販路開拓を後押しするため、伝統

的工芸品の産地にデザイナー等の外部人材等を招聘する取組を支援します

（定額補助）。 5 



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  － 

 開始した事業を 
    安定・拡大していこう 

   海外販路拡大・現地拠点設立 

    海外展開の 
検討開始 

 
海外展開先の市場動向 
投資環境等の情報収集 

商談・契約交渉 
契約成立／法人登記 

    販路拡大 
 

海外投資 
 
 
 
     

代理店・バイヤー等の 
海外パートナー探し 

① まずは海外の 
   情報を収集しよう 

海外展開の目的の明確化 

 ■ 海外展開相談 
 
 ■ セミナー 

 
  （中小機構） 

  （ジェトロ） 

  （認定支援機関） 
  ・金融機関 
  ・商工会議所 
  ・商工会 等 

  （ＪＩＣＡ） 
 
 

 

  ■ 情報収集（貿易投資情報等）  （中小機構、ジェトロ） 

  ■ 海外ビジネスの専門家による個別アドバイス （中小機構、ジェトロ） 

  ■ 海外展開支援弁護士によるアドバイス（日弁連） 

 

 
 

   海外への事業展開   
       プランを立てよう 

    国内での準備・計画策定 

     海外展開に向けた 
   具体的な準備を進めよう 

   海外の取引先・提携先等の開拓 

   ■F/S支援（ＪＩＣＡ） 

  将来ＯＤＡ の 

 対象となり得る 

 海外展開相談 

   

  ■ 商品開発・戦略策定等（中小企業庁） 

   商品の適合性向上のための 
   普及・実証事業（ＪＩＣＡ） 

   ■ 情報収集（途上国の社会的課題等） （ＪＩＣＡ） 

 ■ ウェブマッチング（中小機構、ジェトロ） 

 ■ 海外見本市への出展（ジェトロ） 

 ■ 海外バイヤーとの商談会（ジェトロ） 

 ■ アドバイザーによる 
   コンサルティングサービスを 
   備える貸しオフィスの活用 
   （ジェトロ） 

 ■ 官民支援機関が連携した 
    プラットフォームによる 
   海外現地でのアドバイス 
   （ジェトロ） 

商品開発     人材育成 

 ■ ファンドの活用 （中小機構） 
 
 ■ 融資の活用 （日本公庫） 

資金調達 

ＳＴＥＰ 
１ 

ＳＴＥＰ 
２ 

ＳＴＥＰ 
３ 
 

ＳＴＥＰ 
４ 

事業再編 

 ■ F/S支援（中小機構）  ■ 契約までのコンサルティング（ジェトロ） 

   海外専門家による商品開発 
   （中小機構） 

 ■ 
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    ■ 若手社会人等向け海外でのインターンシップ（経済産業省） 



 

  

「まずは海外の情報を収集しよう」P.８ 
   
「海外への事業展開プランを立てよう」P.11  
  
「海外展開に向けた具体的な準備を進めよう」 
（人材育成・販路・商品）P.15 
  
「開始した事業を安定・拡大していこう」P.23 
 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

ビジネスステージに応じた各種施策のご案内 
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 「まずは海外の情報を収集しよう」 STEP 1 

ビジネスステージに応じた各種施策のご案内 

 動画や画像で各国のビジネス動向を素早く把握したい 

 ビジネス環境の変化に対応したタイムリーな情報が欲しい 

 統計データ、調査レポートが欲しい 
 各国の貿易為替制度、投資制度を調べたい 

 各国の概況、政治・経済、ビジネス動向を知りたい 

 日本にいながら現地発の国際ビジネス情報を知りたい 

 自分の予定に合わせて情報収集したい 
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海外情報ファイル 【ジェトロ】     p.   ９ 

ビジネスライブラリー 【ジェトロ】   p.   ９ 

国際化支援レポート 【中小機構】    p.   ９ 

セミナー（参加型） 【ジェトロ】           p.  １０ 

セミナー（企画型） 【中小機構】              p.  １０ 



STEP 1 

各国の概況、政治・経済、ビジネス動向を知りたい 
各国の貿易為替制度、投資制度を調べたい 
統計データ、調査レポートが欲しい 
動画や画像で各国のビジネス動向を素早く把握したい 

 「海外情報ファイル」（J-FILE） 
国際化支援レポート 
世界のビジネスニュース 
ビジネスライブラリー   など 

質問の多い実務情報、海外展開成功事例、専門家による海外展開時
の留意事項を解説しています。 
[ご案内] http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/ 

中小企業が海外展開を実施するにあたって必要
な情報のほか、中小企業の海外展開支援担当者
のためのハンドブックなどＨＰ等を活用して提供し
ています。 

東京と大阪にある国際ビジネスの専門図書館で、どなたでも無料でご利
用になれます。ジェトロの海外事務所を通じて収集した世界各国の統計、
会社・団体名簿、貿易・投資制度などの基礎的資料、関税率表などの実
務に直結する資料等、多岐にわたる資料を取り揃えています。各種デー
タベースもご利用いただけます。 

海外ビジネス情報 【ジェトロ／無料】 

ビジネス・ライブラリー 【ジェトロ／無料】 

国際化支援レポート 【中小機構／無料】 

  まずは海外の情報を収集しよう（１） 
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ジェトロのウェブサイトで世界70以上の国・地域のビジネス情報を集めた
データベースから必要な情報を無料で入手できます。 
[ご案内] https://www.jetro.go.jp/world/ から国・地域を特定 
 

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


セミナー（参加型・企画型） 

オンラインセミナー        など 

日本にいながら現地発の国際ビジネス情報を知りたい 
ビジネス環境の変化に対応したタイムリーな情報が欲しい 
自分の予定に合わせて情報収集したい 

 ジェトロの海外・国内のネットワークを駆使して、ジェトロ東京及び全国の事
務所等で、最新の国際ビジネス情報を提供します。 

 各国・地域の経済、貿易、投資、産業を掘り下げて解決します。 
 一部のセミナーは、ウェブサイトで、いつでもどこでも視聴可能です。 

中小機構が、海外ビジネスの専門家を
セミナーの講師として無料派遣 

主催者が、セミナー内容を企画 
（中小機構より企画サポートもあり） 

各専門家の経験・知見に基づき、 

海外の最新情報や事例を紹介 

金融機関、支援機関側のメリット 
 ① 海外展開に関するセミナー企画ノウハウの吸収 
 ② 海外展開支援の実施 
 ③ 海外展開ニーズ把握の機会 
 ④ 海外展開に関するノウハウや海外最新情報の吸収 
 ⑤ 講師謝金の削減 

謝金・旅費など 
講師に係る費用は、 
中小機構が負担 

主催者側は下記を担当 
    ①開催企画  
    ②会場手配 
    ③参加者募集 

セミナー（参加型） 【ジェトロ／無料／随時受付】 

セミナー名／テーマの例 開催地 開催日 

日ロ貿易・産業対話 東京 ２月２９日、 
３月１日 

安全保障貿易管理説明会 岐阜 ３月１日 

知的財産対策セミナー –海外展示会出展における知財リスク
とその対応- 

名古屋 ３月２日 

戦略的リスクマネジメントセミナー 東京 ３月３日 

食品輸出のための商談スキルセミナー 防府 ３月３日 

アフリカビジネス・投資セミナー 東京 ３月３日 

ラオス農業セミナー 東京 ３月７日 

インドネシア最新経済動向セミナー  東京 ３月８日 

ＴＰＰ活用に向けＦＴＡ／ＥＰＡ（経済連携協定）の仕組みを理
解する 

京都 ３月８日 

台湾の食品市場セミナー 大阪 ３月１０日 

英文契約書作成講座 – 入門編・事例で学ぶ基礎編- 沼津 ３月１６日 
  ～１７日 

食品輸出マーケティング・スクール in 茨城 水戸 １月１８日 
～１９日 

セミナー（企画型） 【中小機構／無料／随時受付】 

 セミナーの開催予定について http://www.jetro.go.jp/events/seminar/ 
 オンラインセミナーについて  http://www.jetro.go.jp/world/seminar/ 

中小企業支援機関や中小企業関係団体、金融機関等の皆様
が、国際化に関心を持つ中小企業を対象にセミナーを開催し、
併せて個別相談会を実施する場合に、中小機構から講師の派
遣などを行います。 

STEP 1   まずは海外の情報を収集しよう（２） 
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http://www.jetro.go.jp/events/seminar/


 

「海外への事業展開プランを立てよう」  STEP 2 

ビジネスステージに応じた各種施策のご案内 

 輸出入関連の手続きの流れや法規制について知りたい 

 日本から輸出した場合に売れるか、現地のニーズはあるかを知りたい 

 実際の進出候補地で自社製品等のマーケットや生産拠点の投資環境等を調査したい 

 海外に会社を設立する際の手続きや法規制について知りたい 

 インドネシアの食品輸入会社のリストがほしい 

 自社単独で調査するには現地の情報や言語等に不安がある 

 自社の海外展開計画を検証したい  
 現地の最新トレンドや売れ筋商品を知りたい 

 海外での商談前に、現地商習慣を確認したい 

 海外出張の際、現地の一般経済事情や生活環境を聞きたい 
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貿易投資相談 【ジェトロ】  p. １２ 

ミニ調査サービス 【ジェトロ】 p. １２ 

国際化支援アドバイス 【中小機構】 p. １２ 

海外ブリーフィングサービス 【ジェトロ】        p. １３ 

海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス 【ジェトロ】 p. １３ 

海外ビジネス戦略推進支援 【中小機構】    p. １４ 

海外事業再編戦略推進支援事業 【中小機構】    p. １４ 



貿易投資相談／国際化支援アドバイス 

海外ミニ調査サービス 

輸出入関連の手続きの流れや法規制について知りたい 
海外に会社を設立する際の手続きや法規制について知りたい 
インドネシアの食品輸入会社のリストがほしい 

 海外ビジネスを検討する際、さまざまな段階で発生する実務
面の疑問点など、貿易投資に関する各種ご質問を無料で受
け付けています。 

 （個別相談は、原則として事前予約制） 
[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/advice/ 
 

 経験豊かなアドバイザーが、ご相談に応じます。 
 

 ウェブサイトに貿易相談でよく寄せ 
  られる相談事例をQ&A形式で掲 
載していますので、ご相談の前に 
ぜひご覧ください。 

  [ご案内] http://www.jetro.go.jp/world/qa/ 

 海外投資、輸出入や海外企業との業務提携など、中小企業の   
  海外展開に関する経営課題に対し、海外ビジネス経験の豊富な   
  専門家が個別にアドバイスを行います。 

 アドバイスは「無料で」、「何度でも」ご利用いただけます。 

金融機関、支援機関側のメリット 
 

  ① 海外展開に関する相談への対応 
  ② 海外展開支援に関するノウハウ、知識の吸収 
  ③ 企業様の経営能力の把握 
  ④ 企業様への安心感の提供（信頼関係の構築） 

STEP 2 

貿易投資相談 【ジェトロ／無料／随時受付】 国際化支援アドバイス 【中小機構／無料／随時受付】 

 海外取引の足がかりとしての「取引先候補企業検索」、現地
スーパー等での「店頭小売価格調査」、「関連法規制現地語
（現地語原文）入手」、[統計資料入手」といったワンポイント情
報収集のお手伝いをします。 

 １ユニット10,800円（税込、中小企業の場合）～お調べします。
（期間は最大2～3ヶ月、調査項目により値段は数万円～数十
万円程度となることがあります。） 

 

[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/ 

海外ミニ調査サービス  
【ジェトロ／有料：10,800円（税込）～／随時受付】 

[ご案内] http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/advice/000219.html 

   海外への事業展開プランを立てよう（１）  
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平成26年度アドバイス実績（国別） 

中国 
19.3% 

ベトナム 
12.9% 

タイ 
9.7% アメリカ 

8.5% 
台湾 
6.2% 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
4.8% 

韓国 
1.6% 

インド 
1.4% 

その他 
35.7% 

平成26年度アドバイス実績（相談内容別） 

国際 
取引 

56.1% 
投資 
環境 

17.5% 

投資 
運営 

10.9% 

業務 
提携 
6.8% 

投資 
手続 
3.1% 

移転・ 
撤退 
2.1% 



海外ブリーフィングサービス 

海外コーディネーターによる輸出
支援相談サービス 

主要国にコーディネーター（専門家）を配置し、中小企業の方からの相談に無料でE-mailでお答えします。 
海外出張時に現地で同コーディネーターのブリーフィングを受けることもできます。 

農林水産・食品 
デザイン製品・伝統産品 
アパレル・テキスタイル 
コンテンツ 
機械・部品 
環境・エネルギー 
インフラ・プラント  

[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/ 

サンフランシスコ 
 

 ロサンゼルス 
 

シカゴ 

ヒューストン 

ニューヨーク 

サンパウロ 
シドニー 

マプート 

世界約70ヵ所の海外事務所にて、現地一般経済情報やビジネス環境について、海外スタッフが無料で情報提供を
行います。 
 （海外事務所訪問の6週間前より日本ご出発の4営業日前までにお申込みください。） 

[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/briefing/ 

海外出張の際、現地の一般経済事情や生活環境を聞きたい 
海外での商談前に、現地商習慣を確認したい 
現地の最新トレンドや売れ筋商品を知りたい 
日本から輸出した場合に売れるか、現地のニーズはあるかを知りたい 

ジャカルタ 

ロンドン 

パリ 
ミラノ 

モスクワ 

デュッセルドルフ 

ニューデリー 

チェンナイ 

ソウル 
北京 

台北 

マニラ 

シンガポール 

香港 

広州 

ハノイ 

クアラルンプール 

バンコク 

上海 

海外ブリーフィングサービス 【ジェトロ／無料／随時受付】 

海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス 【ジェトロ／無料／随時受付】 

ジェトロの海外約70カ所のネットワークについて  https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ 

コーディネーターの配置分野・地域（一部予定含む） 
※詳細はウェブサイトご参照 

STEP 2    海外への事業展開プランを立てよう（２）  

ホーチミン 
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大連 

トロント 



  国内での事前準備支援 
①現地に精通した中小機構の専門家による 
  現地調査に向けた事前の計画策定支援として、 
  海外現地情報の収集・分析、アドバイスを実施 
②現地調査の際に使用する資料の翻訳費用の一部補助 
③事前の市場調査（資料調査）の実施と経費の一部補助 

  海外での現地調査支援 
①現地に精通した中小機構の専門家が同行し、 
 海外現地での調査活動を支援 
②現地調査で必要な旅費等の経費の一部補助 

現地調査後の支援 
①現地調査で入手した資料による事業計画の修正や 
  見直しに係るアドバイス 

         株式会社白川製作所  空気・ガス脱湿装置の製造販売 
 【目的・概要】 売上確保を行うため、独資による製造拠点を設け、   
          ①海外規格（ＡＳＭＥ）の取得を行う 
                       ②ベトナム現地国内外への販売 
                       ③２０１５年第一次アセアン統一を見据えた輸出体制の構築 
    【F/S内容】  コンプレッサー市場の調査、現地調達先の選定、物流や工業団地等の 
             投資環境を調査、人脈構築 
          【成果】  材料調達先の確保、工業団地選定条件の明確化。人材の確保 
 

自社の海外展開計画を検証したい  

実際の進出候補地で自社製品等のマーケットや生産拠点の投資環
境等を調査したい 

自社単独で調査するには現地の情報や言語等に不安がある 

 海外ビジネス戦略推進支援 

海外経験が豊富な専門家が、中小企業各社固有の製品・技術・
サービス等と海外展開事業計画に基づき、国内での調査や海外
現地への同行調査を通じて、海外展開事業計画の実現可能性を
調査し、海外展開の成功確度を高めます。 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

    【現在】 駐在員事務所設立、パートナー候補との提携検討 

                  大橋機産株式会社  建設機械、自動車部品を製造 
 【目的・概要】 小型建設機械市場への参入、建機部品の生産拠点の確立 
    【F/S内容】  中国小型建機市場の調査、現地調達先の選定、物流や進出予定先等 
                        投資環境を調査 
          【成果】  課題や疑問点の明確化、「具体的な進出計画」を策定 
      【現在】 試作生産開始済み、2013年の量産開始 

事例１ 

必要に応じて 
ジェトロや在外公館等 
現地支援機関を活用 

事例２ 

海外ビジネス戦略推進支援 【中小機構／補助額：ＴＰＰ交渉参加国 上限２００万円（補助率：3分の2）、 
                               初の海外展開 上限１４０万円（補助率：3分の2） 】 

STEP 2    海外への事業展開プランを立てよう（３）  

[ご案内] http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html 
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 海外取引の開始により業績を上げる企業がある一方、現地における経営環境の悪化等により、進出先での事業再編（海外現地での縮小・
撤退、第三国への移転等）を余儀なくされる企業も存在しています。 

 一方で、事業再編には専門的な知見が幅広く求められ、中小企業が単独で事業再編の意思決定を行うことは困難です。 

 そこで、専門家が国内親会社、海外子会社を訪問し、調査・診断を行うことを通じて事業再編に資する選択肢（経営改善、撤退・縮小、第三
国への移転等）を提案します。 

海外事業再編戦略推進支援事業 【中小機構／補助額：上限１６０万円（補助率：３分の２）】 



STEP 3 

ビジネスステージに応じた各種施策のご案内 
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 社員に海外でのインターンシップを受けさせたい 

 海外企業と商談を行い、海外取引先を新規開拓したい 

 新興国の工場で製造ラインを立ち上げたい 

 販路開拓のためにウェブサイトを改善、有効活用したい 

 世界各国の見本市・展示会に出展したい 

 出展の準備をどう始めてよいのか分からない  現地を視察したいがどこで何をすべきかわからない 

 海外企業にコンタクトしても返事がないため、商談ができない 

 日本国内にいながらにして、手間とコストをかけずに海外企業と商談を行いたい 

海外展開管理者・実務者研修 【中小機構】      p. １６ 

国際即戦力育成インターンシップ 【経済産業省】                       p. １６ 

JAPANブランド育成支援 【中小企業庁】     p. １７ 

Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック） 【中小機構】 p. １７ 

引き合い案件データベース 【ジェトロ】  p. １７ 

海外展示会出展サポート 【中小機構】         p. １８ 

海外展示会出展支援 【ジェトロ】    p. １８ 

バイヤー招へい 【ジェトロ】 p. １９ 

CEOビジネス商談会 【中小機構】 p. １９ 

ミッション派遣 【ジェトロ】    p. ２０ 

アジア・キャラバン／アセアン・キャラバン 【ジェトロ】              p. ２０ 

ビジネスアポイントメント取得サービス 【ジェトロ】     p. ２０ 

輸出有望案件発掘支援 【ジェトロ】 p. ２１ 

ＥＣを活用した海外販路開拓支援事業 【中小機構】    p. ２１ 

地域ネットワーク活用海外展開支援事業【中小企業庁】 p. ２２ 

 

「海外展開に向けた具体的な準備を進めよう」 
（人材育成・販路・商品）   



海外展開に対応できる人材を育成したい 
社員に海外でのインターンシップを受けさせたい 

海外展開管理者・実務者研修 
国際即戦力育成インターンシップ 

STEP 3 

海外展開事業管理者研修 
 ［３日間×３ステージ] [７３,０００円（税込）] 

海外展開のキーパーソンとなる社内人材を養成するた
め、貿易実務、国際契約、海外顧客へのアプローチな
どの海外販路開拓のスキルや、拠点設置の進め方な
ど、海外展開全般に関わる実践的な知識を習得 

海外販路開拓のための商談・交渉と契約実務  
 ［２日間×２ステージ］ [３５,０００円（税込）] 

商談において自社製品の優位性を的確に英語でプレ
ゼンテーションできる能力の開発。自社に有利な英文
契約の締結に必要な知識、交渉術を含めた能力の開
発 

海外事業展開のキーパーソンとなる人材の育成の
ため、海外展開における実践的なスキルを習得す
る研修を中小企業大学校で実施しています。 

 ビジネススキル等を身につけたグローバル人材を育成するため、開発途上国 
    （アジア諸国等）の政府・政府系機関、民間企業等に、日本の若手社会人・学生  
    を派遣し、海外の現場でのインターンシップ（就労体験）機会を提供します。 

 外国人材の活用のため、外国人若手人材を対象とした日本企業におけるインターン  
  シップを提供します。  

2015年度は、海外へのインターンシップ派遣として、 
124名が22カ国へ派遣されました。 
124名の内訳は62名が企業等に所属している社会人、 
59名が学生、3名がその他です。 
日本へのインターンシップ受入として、13名を受入れました。 

海外展開管理者・実務者研修  
【中小機構／有料／随時受付】 

国際即戦力育成インターンシップ  
【経済産業省／補助費目：渡航旅費等／受付終了】 

中小企業大学校について 
[ご案内] http://www.smrj.go.jp/institute/index.html 

[ご案内] http://intern.hidajapan.or.jp/ 

応募時に応募者が自らの希望に基づいて開拓し、インターン受け入れの合意を得た受入機
関を提案 
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＜研修コースの例＞ 

※以下、27年度の事業スキーム 
※28年度事業の事業者は公募を経て決定予定 



複数の企業の強みを活かして販路開拓を目指したい 
ウェブサイトを通じて生産・販売のパートナーを探したい 
販路開拓のためにウェブサイトを改善、有効活用したい 

 ＪＡＰＡＮブランド育成支援 
 Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック） 
引き合い案件データベース（ＴＴＰP) 

 中小機構では、日本の中小企業の優れた技術や製品を集結  
   したウェブマッチングサイト「Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」を 
   オープンしました。 

売
り
手
（
中
小
企
業
）
 

買
い
手
（
大
手
メ
ー
カ
ー
等
）
 

展示会・商談会 

ウェブ上での 
マッチング 

職員・専門家による支援 

Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック） 
【中小機構／掲載企業随時受付※要審査】 

ジェグテック   検索 

国内外に向けた新た  
   な販路開拓や他企業  
   とのアライアンスのよ 
   り一層の促進を目指 
   します。 

引き合い案件データベース （ＴＴＰＰ） 
【ジェトロ／掲載企業随時受付】 

 海外や日本の企業が登録した約30,000件の商品やサービスを 
   ご紹介します。登録、検索、閲覧は無料です。 
 

 ご自身のビジネ 
   ス案件をご登録 
    いただき、世界 
    中に発信する 
    ことも可能です。 

ＴＴＰＰ   検索 
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複数の中小企業等が連携し、自らが持つ素材や技術等の強みを踏まえ
た戦略を策定し、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外展示会へ
の出展等のプロジェクトを支援することにより、中小企業の海外販路開
拓の実現を図ります。 
 

１．戦略策定段階への支援 
自らの強みを分析し、明確なブランドコンセプト等と基本戦略を固めるため、専
門家の招へい、市場調査などを行うプロジェクトを１年間に限り支援します。 
（補助上限額200万円/年：定額補助） 
 

２．ブランド確立段階への支援 
具体的なブランド確立及び海外販路開拓を図るため、専門家の招へい、新商
品開発、展示会出展等を行うプロジェクトを支援します。 
海外販路開拓を継続的に支援するため、最大３年間の支援を実施。 
（補助上限額2,000万円/年：3分の2補助）  

【支援例】「甲州ワイン」のEＵ輸出プロジェクト 

・甲州ブドウから造った「甲州ワイン」を、本場欧州市
場をターゲットとして展開することで、世界的な認知
と産地確立や市場拡大を目指す。 

・経済産業局が、３年間にわたり継続的に海外でのプ
ロモーション等を支援。 

・ブランディングプロジェクト・クリエイティブディレクター
に佐藤可士和氏を起用。 
・国内最大のタオル産地である今治から、質へのこだわ
りと使い心地を重視した、人にやさしい安心・安全なタ
オルを提案。 

ＪＡＰＡＮブランド育成支援 
【中小企業庁／補助額：上限2,000万円（補助率3分の2）】 

【支援例】「今治タオル」プロジェクト 



 
海外展示会出展サポート／海外展示会出展支援 
 

世界各国の見本市・展示会に出展したい 
海外企業と商談を行い、海外取引先を新規開拓したい 
出展の準備をどう始めてよいのか分からない 

２．コストを軽減 
◇各種サービスをパッケージで提供するため、単独出展より安価。 
◇中小企業向けに一部出展経費を補助。 

 ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会の「ジャパン・パビリオン」
への出展をサポートします。 

 出展支援を行う海外見本市・展示会数は年間80件以上。 
 ジェトロが一部出展経費を補助します。ただし、対象の見本市・展示会
によって異なります。 

[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/  ※随時募集中 
 

＜ジャパン・パビリオン出展の主なメリット＞ 
１．内容が充実 
◇短期間に海外の有力なバイヤー等と効率よく商談できる。 
◇アテンダントがブースに張り付いてサポートするため、コミュニケーション 
  の不安を大幅に軽減できる。  
◇ジャパンブース内に出展するため、広報効果・集客効果が高い。 

３. 手間を軽減 
◇ 展示会主催者との複雑な手続きや交渉が少ない。 

１．出展前の支援  海外販路開拓のためのアドバイスや研修         

２．出展後の支援 商談成約までのアドバイス 

◇出展準備のためのアドバイスや情報提供 
◇商談資料の翻訳、印刷支援をします。 

◇成約に向けた契約内容・方法・貿易実務のアドバイス 
◇海外市場ニーズに応じた製品改良などの支援 

[ご案内] http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/news/065251.html 

海外展示会出展支援  
【ジェトロ／補助額：出展経費の一部／会期に応じて随時受付）】 

海外展示会出展サポート 
【中小機構／補助額：翻訳費用の３分の２】 

2015年度に実施の主な支援対象展示会 

STEP 3       海外展開に向けた具体的な準備を進めよう(3) 
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展示会名 分野 開催都市 会期 

METALEX 2015 機械・機器 タイ 11/18～11/21 

VietWater 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ ベトナム 11/25～11/27 

Medical Design and 
Manufacturing West 2016 

医療機器・ﾊﾞｲｵ等 アメリカ 2/9～2/11 

サンパウロ・ギフトフェア デザイン・日用品 ブラジル 2/29～3/3 

Paris sur Mode/Premiere 
classe 

ファッション・繊維 フランス 3/4～3/7 

 中小機構では、ジェトロが海外展示会において出展する「ジャパン・パ
ビリオン」の参加中小企業を対象として、「海外展示会出展サポート」
を実施しています。 

 出展前の準備から出展後の成約に向けたフォローまで、専門家によ
るアドバイスや、商談資料・英文ホームページ翻訳などの支援を行い
ます。 



日本国内にいながらにして、手間とコストをかけずに海外企業と商談を行いたい 
海外の経営者との交流を通じてネットワークを広げたい 

バイヤー招へい 
 CEOビジネス商談会 

ＣＥＯビジネス商談会 【中小機構／無料】 

アジア諸国の経営者等を招聘し、商談会、ビジネス交流会、座学講義や企業訪問等を実施し、日本の中小企業とアジア諸国の企業との交流促進を図
り、中小企業 経営者間の相互信頼関係の醸成を図ります。 
 

 交流促進の場を設定 
  海外企業と日本企業の経営者同士の交流の場を設けて情報交換を行い、ネットワーク構築と相互信頼関係の醸成を支援。  
 

 ビジネスパートナーの発掘に焦点 
  日本中小企業が海外のローカルパートナー企業とネットワークを構築しておくことで、経営リソースが限られ単独での進出が難しい場合でも、 
  海外展開が進められるよう支援。 

CEO of 
SME 

日本企業と連携を希望する 
海外企業経営者 

CEO of 
SME 

CEO of 
SME 

中小機構が 

海外機関と連携し 

選定・招聘 

中小 
企業 

海外展開を目指す中小企業 

（海外進出、販路拡大） 商談会 

中小企業と海外企業とのマッチング 

⇒現地パートナー、販路先の確保 

⇒海外展開 

中小 
企業 

中小 
企業 

【事例】 ベトナム（2015年12月開催） 
ベトナム投資計画省と連携し、ベトナムの自動車部品、金型企業 22社を日本に招へい。日本企業との商談会を開催した。 
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 日用品、伝統産品、ファッション、農林水産品、食品、サービス分野において海外から有力
バイヤー・代理店候補を年間約３００名を招へい。 

 

 海外販路開拓を目指す日本企業とのビジネスマッチングを目的に年間約５０回の商談会
を国内各地で開催。 

 

 開催にあたっては、地方自治体や業界団体等と連携しながら、効果的な商談となるよう事
前に日本企業と海外バイヤーの双方のニーズを汲み取り、マッチングを行うことに加え、
商談スキル向上を目指して勉強会も開催。 

海外バイヤー招へい 【ジェトロ／無料】 



 ミッション派遣 
キャラバン事業 
ビジネスアポイントメント取得サービス 

現地を視察したいがどこで何をすべきかわからない 
海外企業との商談や現地関係先の視察等を効率よく行いたい 
海外企業にコンタクトしても返事がないため、商談ができない 

 企業単独では情報収集が困難な海外市場・有望投資
先に向けて、ミッション団を派遣します（ミッションによっ
ては現地集合・現地解散型となります）。 
 

 現地では、商業施設・生産現場・工場団地等の市場・
関係先の視察、現地政府・現地日系企業関係者との意
見交換、ビジネスマッチング等のプログラムを提供し、
市場開拓・海外進出をサポートします。 
 

 参加料をご負担いただきます。金額は派遣先等により
異なります。 

 

  [ご案内] http://www.jetro.go.jp/events/mission/ 

＜ミッション派遣例＞（予定を含む） 

◇フィリピン投資ミッション 
 派遣期間：2016年2月2日～2月5日 

◇ミャンマー・カンボジア・タイ経済視察ミッション 
 派遣期間：2016年2月7日～2月13日 

◇イラン環境ビジネス視察・交流会 
 派遣期間：2016年2月29日～3月2日 

１．複数都市における商談機会の創出 
アセアン、中国の複数都市において、現地小売店や卸業者、輸入販
売代理店などのバイヤーを商談会場に招致し、ビジネスマッチング
を行います。 

２．商談準備・商談フォローアップ 
現地マーケット情報や商習慣、商談の留意点などを具体的に紹介
し、商談準備を支援します。また、専門家等を活用しながら商談に
対する相談に対応します。 

３．現地消費者へのモニタリング 
現地に合った商品選定や商品開発の参考のため、複数都市にて、現
地消費者の反応や嗜好性、適正価格帯等を調査し、事業参加者に
フィードバックします。 

４．インターネット等の活用 
オンラインマッチングサイトや各種メディアを活用した商品プロ
モーション、ビジネスパートナーの発掘を試みます。  

 ご指定の外国企業との商談アポイントメントの取得をお手伝いします。 
 具体的な商談を目的としたアポイントメントを対象としています。 
   先方にとって直接具体的なビジネスに繋がらないアポイントメント（視察、インタビュー目的など）は本サービスの対象外です。 

    [ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/appointment/ 

ビジネスアポイントメント取得サービス 【ジェトロ／有料：12,960円（税込）～／随時受付】 

中国およびASEANの複数都市で、商談会、商品モニタリング調査、現地市場視察
など様々なツールを活用し、日本企業の安心・安全・高品質な日用品、生活雑貨等
製品の売込みを支援します。 

アジア／アセアン・キャラバン  【ジェトロ／会期に応じて随時受付】 ミッション派遣【ジェトロ／有料／随時受付】 

STEP 3       海外展開に向けた具体的な準備を進めよう(5) 
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[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/caravan/ 



海外見本市に出たけどあとが続かない 
 ＥＣを使って海外に輸出したい 

輸出有望案件発掘支援 
 ＥＣ活用助成 

 各分野及び輸出手続きについて、経験豊富なジェトロの専門家が、製
品や会社の状況や製品に合わせて、輸出戦略の策定、海外見本市の
随行、海外での商談の立会い等、契約締結に至るまで最長2年間お手
伝いします。（審査制）   

 

 対象分野は、機械・部品、環境・エネルギー、農林水産物・食品、デザイ
ン製品・伝統産品、日用品（中国・アセアン市場向け）、ファッション（アパ
レル・テキスタイル）の6分野です。 

 

 ジェトロの専門家による各種アドバイス、海外出張への専門家の随行等
にかかる費用は無料です。 

  [ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/export/ 

輸出有望案件発掘支援 【ジェトロ／無料／随時受付※要審査】 

ＥＣを活用した海外販路開拓支援事業 【中小機構／助成額：上限１００万円】 

STEP 3       海外展開に向けた具体的な準備を進めよう(6) 
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契約締結アドバイス 

商談支援 

海外見本市随行 

バイヤー情報の収集 

マーケット情報の収集 

輸出戦略のアドバイス 

代金回収などアドバイス 

■具体的な支援内容 

 TPP発効による通関手続きの迅速化など、電子商取引に取り組みやす
い環境が整備されることに伴い、TPP参加国市場の獲得を目指す中小
企業・小規模事業者による電子商取引（EC）のウェブサイトを活用した
海外市場への販路開拓を支援します。 

 

 具体的には、中小企業・小規模事業者に対し、ＥＣウェブサイト出店に向
けた勉強会、海外ＥＣ関連サービス提供事業者とのマッチング、ウェブ
サイト出店にかかる費用補助を実施します。また、海外現地の商業施設
において、ECウェブサイトに出店した商品のプロモーションイベントも開
催します。 
 

    



地域の支援機関の支援をうけつつ海外展開を目指したい 地域ネットワーク活用海外展開支援事業 

STEP 3       海外展開に向けた具体的な準備を進めよう(７) 

地域ネットワーク活用海外展開支援事業 【中小企業庁／補助額：上限1,000万円（補助率3分の2）】 

＜事業目的＞ 

中小企業グループが、地域支援機関等によるネットワークの支援をうけ
つつ、各地域の資源や産業等を特色を活かしながら海外展開を目指す
事業を支援することにより、中小企業の国際競争力の強化と地域中小企
業の活性化を図ることを目的とします。 
 
＜補助対象者＞ 

海外展開を目指す中小企業・小規模事業者４者以上で構成されるグ
ループ。この他、商工会、商工会議所、社団法人、財団法人などもグ
ループに加えることができます。 

また、複数の地域支援機関等による地域ネットワークの支援を受けて課
題解決を目指す事業を補助します。 
 
＜支援例＞ 

部品製造等を行う中小企業が連携して海外現地での市場調査等を行う
ための、ミッション団を派遣。海外現地への直接投資、事業連携、取引先
企業の開拓など海外への販路拡大を目指す事業や、海外から有力なバ
イヤーを複数招聘し、当該地域産業において高い技術を有する複数の
中小企業と個別マッチングを実施し、輸出先の確保等を目指す事業を支
援する。 
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 「開始した事業を安定・拡大していこう」 STEP 4 

ビジネスステージに応じた各種施策のご案内 

 海外で法務・労務・税務などの専門的な相談をしたい  海外で直面するさまざまな課題を相談したい 

 海外進出準備のために短期の活動拠点がほしい 

 現地スタッフをどのように採用すればよいかわからない 

 海外展開のためにファンドを活用したい 

 海外展開に必要な資金の融資を受けたい 
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ファンド出資事業 【中小機構】 p. ２４ 

海外展開・事業再編資金 【日本政策金融公庫】   p. ２４ 

海外投資アドバイザー 【ジェトロ】  p. ２５ 

ビジネス・サポートセンター 【ジェトロ】        p. ２５ 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 【ジェトロ】            p. ２６ 



海外展開のためにファンドを活用したい 
海外展開に必要な資金の融資を受けたい 

ファンド出資事業 
海外展開資金 

      開始した事業を安定・拡大していこう（１） STEP 4 

ファンド出資事業  【中小機構／随時受付】 

 中小企業に対する投資事業を行う民間機関等とともに投資ファンド（投
資事業有限責任組合）を組成し、中小企業の資金調達の円滑化と踏み
込んだ経営支援（ハンズオン支援）を通じて、ベンチャー企業や既存中
小企業の新事業展開の促進または中小企業の再生等を支援します。 

 ファンドの運営（個別企業への投資等）は、各投資会社が行います。 

[ご案内] http://www.smrj.go.jp/fund/ 

 日本公庫が、海外展開もしくは海外展開事業の再編に必要な
設備資金および長期運転資金（海外企業に対する 転貸資金
を含む）を長期固定金利で融資します。 

  
 ◇貸付限度額： 中小企業事業 ７億２，０００万円 
            （うち運転資金２億５，０００万円） 
                     国民生活事業 ７，２００万円 
            （うち運転資金４，８００万円） 
 ◇貸付期間：    １５年以内（運転資金は７年以内） 
 ◇貸付金利：    基準利率 ・ 一定の要件を満たす場合 
              特別利率①、②、③が適用。 

日本公庫 

中小企業 

海外子会社等 

（注）支援イメージ 

融資 

①出資 
②転貸 

③生産委託 

海外市場 

④販売強化 

海外展開・事業再編資金 【日本政策金融公庫／随時受付】 

[ご案内] https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html 
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現地スタッフをどのように採用すればよいかわからない 
海外進出準備のために短期の活動拠点がほしい 

海外投資アドバイザー 
ビジネス・サポートセンター 

 短期のオフィススペースの提供とアドバイザーによるコンサルティング・
サービスで、海外ビジネス立ち上げ時のコストとリスクを軽減します。 
 

[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 
 

 次の5ヵ国7ヵ所にビジネス・サポートセンターを設置。 

 タイ・バンコク（10室（中小企業のみ）） 

 ベトナム・ハノイ（3室（中小企業のみ）） 

 フィリピン・マニラ（2室） 

 インド・ニューデリー（5室） 

 インド・ムンバイ（3室） 

 インド・チェンナイ（5室） 

 ミャンマー・ヤンゴン（3室） 

設置国 
入居手続料 

入居期間 
中小企業 大企業 

タイ、ベトナム 32,400円 － 3ヶ月 

フィリピン、インド 21,600円 67,900円 2ヶ月 

ミャンマー 32,400円 78,700円 70日間 

 アジアへの海外進出をサポートするため、アジアの主要都市に実務
経験が豊富なアドバイザーを配置し、現地の経済・産業・制度情報、
投資環境等について無料で相談に応じます。 
 
[ご案内] http://www.jetro.go.jp/services/advisor/ 
 

 次の10ヵ国16ヵ所にアドバイザーを配置。（平成27年度実績）  
 中   国 ： 上海、青島、大連、武漢 
 イ ン ド：  ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ 
ASEAN ： バンコク、クアラルンプール、マニラ、ヤンゴン、 
         シンガポール、ハノイ、ホーチミン、ジャカルタ、 
                  プノンペン 

ビジネス・サポートセンター 【ジェトロ／有料：21,600円～／随時受付】 海外投資アドバイザー 【ジェトロ／無料／随時受付】 

      開始した事業を安定・拡大していこう（２） STEP 4 
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http://www.jetro.go.jp/services/bsc/


海外で直面するさまざまな課題を相談したい 
海外で法務・労務・税務などの専門的な相談をしたい 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 

• 法務・会計・労務、資金調達、人材確保、パートナー発掘、拠点設立や移転・撤退に関する諸手続など 
   専門的なご相談も広くお寄せください。 

• ご相談に応じて、専門家のもとまでおつなぎし、各種サービスを通じて課題を解決します。 

  ※ご相談に応じて、法律・会計事務所、コンサル会社等民間の専門家に取り次ぎます。 

２．必要なサービスの提供や紹介、各種専門家への取次ぎ等を行います。 

１． 海外現地にて海外展開の際に抱える課題解決を支援します。 

• 現地での知見や地元政府当局、地場企業等とのネットワークに強みのあるコーディネーターを配置し、 
   個別のご相談を一元的に承ります。 

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 【ジェトロ／無料／随時受付】 

      開始した事業を安定・拡大していこう（３） STEP 4 
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ドイツ 
（デュッセルドルフ） 

   インドネシア 
（ジャカルタ／スラバヤ） 

フィリピン（マニラ） 

ベトナム（ホーチミン） 

ベトナム（ハノイ） 

インド（ムンバイ） 

タイ（バンコク） 

インド（チェンナイ） 

  中国西部地域 
  （重慶／成都） 

ミャンマー 
（ヤンゴン） 

ブラジル 
（サンパウロ） 

米国 
（サンフランシスコ） 

中国（香港）  

中国東部地域 
（上海） 

カンボジア 
（プノンペン） 

バングラディシュ 
（ダッカ） 

中国北部地域 
（北京／天津） 

 中国南部地域 
（広州／深圳／厦門） 

   マレーシア 
（クアラルンプール） 

台湾 （台北)  

 

 

ＪＩＣＡ 

ジェトロ 
海外事務所 

コンサル 

日本人商工会議所 

在外公館 

法律・会計事務所 金融機関 

ＨＩＤＡ 

自治体事務所 

PFｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

人材派遣 

プラットフォームのイメージ図 



海外展開の支援施策紹介 

１．中小企業の皆様向けの海外展開の支援施策集です。 
 
 

◆海外の情報を知りたい。 
◆海外進出計画について専門家にアドバイスしてほしい。 
◆海外展開するために社員を育成したい。 
◆海外に販路を拡大したい。 
◆海外展開のための資金を調達したい。         ・・・etc 

  次のような方にオススメです 

ﾎﾟｲﾝﾄ1 

ﾎﾟｲﾝﾄ３ 

本資料は中小企業庁のホーム
ページから入手可能です。サイ
トではリンク機能が使えてさら
に便利です。 

みなさまの事業段階に応じて 
施策をお探しいただけます。 

ﾎﾟｲﾝﾄ２ 

それぞれの施策の使い方や 
ご相談、お申し込みの方法を 
簡潔にご確認いただけます。 

施策一覧 

本資料は中小企業庁ホームページからダウンロード可能です。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2012/KTJirei.htm 

施策概要 

事業段階別に施策を 
整理しています。 

ｸﾘｯｸ 

施策名をクリックすれば 
「施策一覧」と「施策概要」を 
簡単に行き来できます。 

施策の使い方等を 
簡潔に説明しています。 

  ９６の施策をまとめました（２０１５年４月改訂） 
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３ 

1 

２ 

※２０１６年４月 改訂版公表予定 



中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を開設しています。  

○国や公的機関の支援情報・支援施策を、わかりやすく提供します。  

○経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供します。  

http://www.mirasapo.jp/ 

ﾎﾟｲﾝﾄ1 
  
分野ごとの専門家のデータベースを整備し、ユーザーが自らの
課題に応じた専門家を選んで相談できます。 
  

創業、海外展開などテーマ別に、先輩経営者や専門家との情報
交換ができる場（コミュニティ）を提供します。 

ﾎﾟｲﾝﾄ2 

海外展開 

補助金・助成金 

ミラサポ事務局 
（平日9:00～17:00） 

ナビダイヤル（通話料有料） 

0570-057-222 

IP電話等からの番号（通話料有料） 

045-330-1818 
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 海外展開に取り組む際の留意事項、海外展開に取り組んだ企業が実際に経験したトラブル・失敗・ 
 事業再編の概要とその「対応策とポイント」等を紹介しています。 

 

○海外展開に取り組んだ企業が 

 実際に直面したトラブル（※） 

 （７０事例）の概要と取るべ 

 きだった対応策をコンパクト 

 に解説 

 （※）政治トラブル、労務トラブル、 
     ビジネスパートナーとのﾄﾗﾌﾞﾙ等 
 

ポイント 

海外展開の際に知っておくべきリスクを事例で紹介 

 海外展開成功のためのリスク事例集 

 

○海外での事業再編（縮小、撤退、 

 移転）を実例で紹介（２８事例） 

○事業再編を経験した中小企業の 

 体験及び専門家の知見をもとに 

 海外事業再編を行う際の留意点 

 を掲載 

ポイント 

 海外事業再編事例集 

（2014年3月改訂） （2015年6月公表） 

 海外リスクマネジメントマニュアル 

 

 ○海外での様々なリスクに備え、円滑な海外展開に 
  繋げるため、リスクを事前に認識し対応するため 
  のマニュアルを作成。（2016年公表予定） 

事例集は 
中小企業庁ホームページから 
ダウンロード可能です。 

【詳細】 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2013/130628jirei.htm 

【詳細】 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2015/150616kaigai.html 
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コロンボ 

● 
カラチ 

●タシケント 
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● リヤド 
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● 

アビジャン 

● 
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● 
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● 

● 

● 
● 

● 

マドリード 

パリ 

アムステルダム 

ジュネーブ 
ミラノ 

ロンドン 

ブリュッセル 

デュッセルドルフ 

カイロ 

ブカレスト 
イスタンブール 

ベルリン 

ウィーン ブタペスト 

ワルシャワ 
● 

プラハ 

● モスクワ 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

バンクーバー 

サンフランシスコ 
ロサンゼルス 

メキシコ 

ヒューストン 

アトランタ 

ニューヨーク 

トロント 
シカゴ 

サンホセ 
パナマ 

カラカス 
ボゴタ 

リマ 

サンディアゴ 

ブエノスアイレス 

サンパウロ 

● 

広州 

青島 

バンガロール 

サンクトペテルブルク 

● 

● 

● 

 ● 

 

チェンナイ 

 ● 

 

 ● 

 プノンペン  ● 

ホーチミン 

ニューデリー 

ヤンゴン 

シンガポール 

● 

 

ハノイ 
香港 

ダッカ 

 

 

中小機構・ジェトロの拠点分布  

ビエンチャン バンコク 

 ● 

 

 ● 

● 
武漢 

● マニラ 

● 
成都 

ラバト ● 

国内・中小機構地域本部 ＜本部のほか９地域本部、１事務所＞ 
 

国内・ジェトロ拠点設置県 ＜東京本部・大阪本部のほか４４貿易情報センター・支所＞ 

 複数の拠点を有する県                             
 福岡県： 福岡貿易情報センター/ 北九州貿易情報センター       
 静岡県： 静岡貿易情報センター/ 浜松貿易情報センター        
 長野県： 長野貿易情報センター/ 諏訪支所 
 
 

海外・ジェトロ拠点設置都市 ＜５４カ国 ７３事務所＞ 
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（2015年11月現在） 


