
地域 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

・うるま市企業立地促進
協議会等が実施する地
域健康関連産業海外展
開支援事業において、海
外市場開拓を支援
（2010/１０、中国・深せん
国際工業博覧会出展）

・JAPANブランド事業
(財)沖縄県産業振興公社
が実施する「春ウコン」ブ
ランディング戦略策定
(社)沖縄洋菓子協会が実
施する観光と連携した商
品のテストマーケティング

・地域新成長産業創出促
進事業（環境・エネルギー
関連産業分野）の一環
で、中国（アモイ、広州、
南寧）とのネットワークを
形成する等、沖縄におけ
る環境ビジネスのアジア
展開を支援

・地域産業集積海外展開
支援事業
（（財）かがわ産業支援財
団（SIAL、フランス）への
出展に対する支援）

・ＪＡＰＡＮブランド事業
（平成22年度3件採択：
「愛媛の酒」ブランディン
グ・プロジェクト、香川漆
器ブランド化事業、宇和
島パール「Sea Lovers／
シーラバーズ」ブランド化
事業）

・局主催による海外展開
支援セミナーを開催
（2010/7）
「目指せ！中国市場」

・管内支援機関等との情
報共有、施策説明・普
及、局ＨＰポータルサイト
による情報発信などの実
施。

主な支援
機関名と
取組内
容

【札幌商工会議所】
国内でアジア市場の販路
拡大商談会開催、海外で
のビジネスマッチング事
業　他

【金融機関】
中国での商談会開催（北
洋銀行）
ロシアでの極東ビジネス
企業個別相談会（北海道
銀行）

【北海道】
上海万博でイベント開
催、ロシア極東地域への
海外出展事業、商標出願
対策セミナー　他

【札幌市】
香港への物産・観光の出
展事業、食品輸出のエキ
スパートセミナー　他

【東北経済連合会】
中国華東地域へ調査団
派遣。

【金融機関】
中国銀聯オンラインショッ
ピングモールへの出店支
援（フィデアＨＤ（北都銀
行、荘内銀行））
 
【秋田県貿易促進協会】
海外見本市などへの出
展支援。海外コーディ
ネーター、貿易相談アド
バイザーによる相談対
応。

【各県】
海外見本市への出展支
援、マッチング支援など

【首都圏産業活性化協会】
上海事務所設立、現地企
業との商談会開催

【(財)長野県テクノ財団】
ＤＴＦ研究会参加企業を対
象に、海外展示会出展、
商談会、外国企業招へい
によるマッチング等を実施

【金融機関】
地場産企業の参加を募り
海外展示会出展、商談会
（静岡銀行）

【東京都】
東京地区の技術力の高い
中小企業がサプライ
チェーンを構築し、「一貫
生産」できる体制を整えた
上で、航空機産業へ進
出。海外展示会出展、商
談会（AMATERAS）

【(財)あいち産業振興機
構】
「グローバルセミナー（急
拡大する中国自動車市
場 ほか）」開催
（2010/10、名古屋）

【名古屋商工会議所】
「知的財産仲裁セミナー
中小企業のための中国
市場への販売戦略と知財
保護」開催（2010/10、名
古屋）

【(財)岐阜県産業経済振
興センター】
インターネットを活用した
海外展開セミナーの開催
（2010/11、岐阜）

【金融機関】
ビジネスマッチング「日中
ものづくり商談会上海２０
１０」開催（2010/9、上海）
（大垣共立銀行ほか地銀
26行）

各地域における相談受付体制と海外展開支援の取組について

経済産
業局が
現在取り
組んでい
る主な海
外展開
支援

・地域産業集積海外展開
支援事業
①(財)福岡県産業・科学
技術振興財団：Rubyビジ
ネス関連ミッション
（2010/10米国）
②(財)宮崎県産業支援財
団：食品加工関連ミッショ
ン（2010/11中国）
③(財)北九州学術推進機
構：「国際製造機械、装
置、機材＆サービス展」
出展（2010/12ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

・JAPANブランド事業
①北九州商工会議所：小
倉織世界進出プロジェク
ト
②東峰村商工会：小石原
ポタリー（陶器）ブランド化
事業
＊①②とも「メゾン・エ・オ
ブジェ」出展（2011/1フラ
ンス）

・産業クラスターの海外展
開
「九州・韓国・中国 環境ビ
ジネス交流会」（2010/10
北九州市）、「仏食品クラ
スター（F2Cｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）と
の交流事業（ＭＯＵ締結
等）」（2010/10パリ）、「環
境ビジネスミッション」
（2011/1,3中国）、「海外
交流促進事業（半導体）」
（2011/3中国）

・局主催セミナー等
「食のアジア展開勉強会」
「広がる中国市場とビジ
ネスチャンス」　　等

・局主催によるシンポジウ
ム＆海外ﾊﾞｲﾔｰ商談会の
開催「ニッポンのいいモノ
海外販売大作戦」
日時：１２月６日（月）、７
日（火）
場所：広島市
共催：ＪＥＴＲＯ・中小機構
中国支部

・韓国への食品等調査
ミッション実施（2010/9）

・タイ・インドへの自動車
部品ビジネスマッチング
のミッション実施
(2010/11)

・地域産業集積海外展開
支援事業（松江商工会議
所の和菓子の海外展開
などを支援）

・ＪＡＰＡＮブランド事業
（広島商工会議所の縫い
針の海外展開などを支
援）

・広島日本香港協会の設
立及びセミナーの開催支
援（2010/10）

・地域産業集積海外展開
支援事業（鹿沼商工会議
所及び財団法人浜松地域
テクノポリス推進機構が中
心となって実施するＭＥＤＩ
ＣＡ・ＣＯＭＰＡＭＥＤ
(2010/11, ドイツ)(群馬県
ものづくり研究会が中心と
なって桐生の繊維産業を
ﾃﾝﾄﾛﾝﾄﾞﾝ2010/09)への出
展に対する支援）

・ＪＡＰＡＮブランド事業
（ＫＯＪが実施する甲州ワ
インの欧州におけるプロ
モーションに対する支援
(2011/1 ロンドン)）

・局主催によるシンポジウ
ムの開催「中小企業海外
展開支援シンポジウム
～障子を開けてみよ、外
は広いぞ！～」
日時：１０月５日（火）
場所：さいたま新都心
共催：ＪＥＴＲＯ・中小機構
関東支部

・管内支援機関等向け施
策説明会など

・地域産業集積海外展開
支援事業
　 (財)21あおもり産業総
合支援センターが中心と
なって実施する、地域の
農工ベストミックス新産業
創出構想関連産業の海
外販路開拓（PRODEXPO
見本市(モスクワ)参加等）
支援
 　(財)秋田県工業材料試
験センターが中心となっ
て実施する、地域の輸送
機産業の海外販路開拓
（中国・天津での展示商
談会にかかるフォロー
アップミッション派遣等）
支援。
 　(財)山形県企業振興公
社が中心となって実施す
る、地域のものづくり産業
の海外販路開拓(中国華
東地域(無錫市)へのミッ
ション派遣等)支援。

・ＪＡＰＡＮブランド事業
 弘前商工会議所が実施
する「弘前な空間デザイ
ン」ブランドの海外展開支
援

・海外市場開拓セミナー
の開催
（2010/11）

・局・ジェトロ・中小機構中
心に海外販路開拓を目
指す中小企業のサポー
ト。

①自治体等の関係機関
が一堂に会した「中小企
業海外販路開拓支援連
携促進会議」の開催
（2010/9）
②セミナーの開催
企業による事例発表セミ
ナー（2010/6）、BOPビジ
ネスセミナー（2010/10）

(2)地域産業集積海外展
開支援事業（淡路市商工
会の淡路瓦の海外販路
開拓支援）

(3)JAPANブランド事業
（新和傘産業振興委員会
の和傘の海外販路開拓
支援）

（4）環境・省エネビジネス
のアジア展開支援（タイ
の工業団地への協力）
　
など

【金融機関】
中国（上海、大連等）にお
けるビジネス商談会（伊
予銀行、百十四銀行）
広州交易会ミッション派
遣（伊予銀行）

【四国四県共同の取組】
常設売場（上海）の運営
四国アンテナショップ（上
海）の運営
四国４県で東アジア輸出
振興協議会の設立

【各県、各県産業支援財
団】
上海事務所の設置、海外
見本市出展助成、国際支
援アドバイザーの設置、
地域商社の育成支援

【九州経済国際化推進機
構】
・「中国国際工業博覧会」
への共同出展（2010/11）
・九州～東アジア食の商
談会（2011/1熊本市）

【九州商工会議所連合
会】
・食品商談会、物産展で
の食品フェアなど
（2010/10、11台北）

【金融機関】
・福岡フィナンシャルグ
ループ：北九州フードチャ
レンジ商談会（2010/10北
九州市）、中国ビジネスセ
ミナー（2010/10福岡
市）、大連-地方銀行合同
ビジネス商談会（2010/11
大連）
・山口銀行：アジアビジネ
スセミナー（2010/10北九
州市）

【沖縄県農業協同組合】
輸出総合支援事業（農水
省事業）を活用し、輸出
担当者の育成、海外市場
開拓調査、海外バイヤー
を招聘した商談会、海外
試験輸送、海外販売促進
活動等を実施

【沖縄県産業振興公社】
海外展示会へ、県内企業
の情報を取りまとめ出展

【沖縄県】
沖縄国際航空物流ハブ
活用推進事業の一環で、
上海・香港・台北に 沖縄
アンテナショップを設置。

・第１１回北陸（日本）・韓
国経済交流会議を実施。
北陸韓国経済交流の
テーマとして、医薬（西洋
薬、漢方薬）、健康、バイ
オ等を中心に官民対話を
実施（2010/8、富山）

・地域産業集積海外展開
支援事業（石川県食品協
会が中心となって実施す
るＮＹレストランフード
サービスショー(2011/3、
ニューヨーク)への出展等
に対する支援）

・JAPANブランド事業
(NPO法人金沢九谷倶楽
部が実施する九谷焼ワイ
ングラスのギャラリー展
示事業(2010/10、ニュー
ヨーク)等に対する支援)

・NPO法人北陸ライフケア
クラスター研究会に対す
る支援の一環として、局
主導により北陸－フラン
ス「食・健康クラスター」ビ
ジネス交流会を開催
(2010/5、金沢)

・地域新成長産業創出促
進委託事業を活用して
2010年日本ＡＰＥＣ岐阜
中小企業大臣会合関連
行事として、タイ、韓国企
業と日本企業とのビジネ
スマッチング等を行うアジ
ア ビジネス ラウンド事業
を開催（2010/9 岐阜）

・地域産業集積海外展開
支援事業を活用して、㈱
サイエンス・クリエイトが
植物工場及び関連機器
の海外販路開拓を推進。
「フード・エキスポ」
（2010/8香港）、「Forti
Fair｣（2010/10、オラン
ダ）への出展に対する支
援

・広域連携地域支援事業
を活用して中国国際工業
博覧会(2010/11, 上海)へ
グレーター・ナゴヤ・イニ
シアティブ協議会が実施
する出展に対する支援

・ＪＡＰＡＮブランド事業
（美濃和紙ブランド協同
組合が実施する美濃和
紙の欧州におけるプロ
モーションに対する支援
(2010/11,サンクト・ペテル
ブルグ　2011/1, パリ)）

・管内支援機関等向け施
策説明会及び中小企業
向け海外展開セミナーの
開催

・局、ＪＥＴＲＯ北海道、金
融機関の主催で、ロシア
において寒冷地住宅・住
宅関連製品に関する商談
会(2010/10)を開催。

・地域産業集積海外展開
支援事業（上海で開催さ
れた「中国国際家具展覧
会」への出展(2010/9）、
フランス「食・健康クラス
ター」とのビジネス交流会
の実施(2011/1頃予定)及
びイタリアミラノで開催さ
れる、「BIO-EUROPE
SPRING 2011」(2011/3)
に出展予定）

・ＪＡＰＡＮブランド事業
（(社)北海道農業機械工
業会は、農業機械をヨー
ロッパ市場の販路開拓を
行うための市場調査等を
実施）

・中小企業向け海外展開
セミナー等の開催や局HP
ポータルサイト、メールマ
ガジンによる情報発信な
どを実施

【とやま中小企業応援
ネットワーク】
中国向け輸出セミナーの
開催(2010/9-10、富山・
金沢)

【金融機関】
・上海･大連の食品バイ
ヤー15社を招聘する個別
商談会開催(2010/10、富
山・金沢)（北陸銀行）

【富山県新世紀産業機
構】
・中国市場調査･マーケ
ティング活動支援事業
(2010/9-2011/3）

【石川県】
・アジア新興市場受注開
拓セミナーの実施及び研
究会活動(2010/7-、金
沢)

【金融機関】
アジア向け専門部署の新
設（池田泉州銀、近畿大
阪銀）

【商工会議所】
BOP＆ボリュームゾーン
研究会の開催（大阪）

【大阪市・(財)大阪国際経
済振興センター】
製品づくり段階からのハ
ンズオン支援により、希
望する展示会への出展
費用やコーディネータ費
用を負担

【和歌山県】
繊維・日用品・食品を中
心とした海外販路開拓支
援
　
など

【金融機関】
上海ミッション派遣
（2010/11広島信金）、ア
ジア戦略サポートデスク
開設（2010/10広島銀）

【各県産業振興財団】
①各県財団が合同で、海
外（広州）展示会へ出展
(2010/12)
②各県財団ごとに物産
展、商談会、海外バイ
ヤー招聘、ミッション派遣

【商工会議所】
ミッション派遣（島根・岡
山・広島・福山商議所）、
海外ビジネス支援セミ
ナーなど

【地方自治体】
中国経済交流プログラム
策定（広島県）、カナダ企
業招聘、ミッション派遣
(2010/11広島市)

参考 ２


