平成

22年度

きめ細かなサービスで、国際展開を予定・実施
している中小企業を応援します。
経 済産業 省では、経 済成長著しいアジア地 域の活力を日本の中小企業も取り込むこと
をお手伝いするため、海 外展開に関する情 報 提 供やアドバイス、人材確保・育成、資 金
提供など、幅広い面に亘って中小企業の海外展開をきめ細かく支援しています。
中小企業の国際展開の取り組み（海外進出、輸出入など海外取引など）に関しては、日
本貿易振興機構（JETRO）や中小企業基盤整備機構（SMRJ）をはじめ、複数の支援機
関が多様な施策でバックアップしています。
本紙では主な施策の概要をご紹介しますが、詳細はお近くの支援機関にお問い合わせ
下さい。

1
1

海外進出支援
進出前の現地調査から進出後のトラブル解決支援まで、
情報面・人材面・金融面での首尾一貫したサポートを行っています。

海外進出前支援

1 海外の情報を提供します

◇講演会・セミナーの開催【無料・有料】
海外現地の投資環境や海外への進出事例・留意点などに
関する講演会を、全国各地で開催（一部開催支援）していま
す。今後の開催予定や開催実績は、下記ホームページ（以下、
HPと記載）をご覧下さい。
お問い合わせ

H P

中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部
TEL：03-5470-1522
日本貿易振興機構（JETRO）総合案内
TEL：03-3582-5511
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/

◇国際化支援レポート【無料】
海外進出の実務情報・取り組み事例の情報（中小企業の方々の海外進出成功・失敗事例の紹介・分析
など）をまとめ、インターネットで紹介しています。
お問い合わせ

中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部

TEL：03-5470-1522

◇海外展開の概況調査報告書【無料】
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中小企業の方々の海外展開の概況（撤退含む）の調査報告書がインターネットでご覧いただけます。
お問い合わせ

中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部

TEL：03-5470-1522

◇世界各国の貿易制度や投資制度などの情報
提供（国・地域別情報「J-FILE」）
【無料】
世界各国のビジネス情報（貿易制度や投資制度等）、話題の
トピックを分析した「ジェトロ調査レポート」、貿易・海外進出に
関する相談事例集「貿易・投資相談Ｑ＆Ａ」を提供しています。
お問い合わせ

H P

日本貿易振興機構（JETRO）J-FILE班
TEL：03-3582-5197
http://www.jetro.go.jp/world

◇貿易・投資の手続きなどに関するアドバイス【無料】
全国各地のJETRO貿易情報センターで、貿易・投資の手続きの流れ、進出国の経済状況、法規制など
について、個別相談に応じています。
お問い合わせ
H P

日本貿易振興機構（JETRO）貿易投資相談課
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/

各貿易情報センター

◇台湾情報の提供・アドバイス【無料】
台湾に関する投資・貿易情報を提供しています。また、日台の中小企業の貿易、技術、対外投資など
に関し、セミナーなどを開催しています。
お問い合わせ

交流協会

貿易経済部

TEL：03-5573-2600

2 海外事業展開に向けたアドバイスをします

◇国際展開に向けた経営アドバイス【無料】
海外投資・国際取引などに関する相談、海外事業展開に関する課題に対し、
「経営支援」の観点か
ら、企業の個別事情に即したアドバイスを実施しています。
お問い合わせ

中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部

TEL：03-5470-1522

3 進出候補地の選定やF/S調査のお手伝いをします

◇中小企業ミッションの派遣【実費負担】
進出候補先として関心の高い国々へ投資環境や市場
の視察を行う視察団（ミッション）を派遣します。現地政
府、現地企業などとの意見交換や短期間で効率的に現地
の情報収集が行え、また進出を考える企業同士のネット
ワークも構築できます。2009年10月に中国華南地域
（広州・南寧・北海）、2010年3月にはインドへのミッショ
ン派遣等を実施しました。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）海外投資課

TEL.03-3582-5235

◇進出候補先に専門家を同行派遣【一部有料】
海外現地に専門家を同行派遣し、進出先の立地条件・選定方法など、事業化可能性調査（F/S）に
関する実務的なアドバイスを行います。
お問い合わせ

中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部

TEL.03-5470-1522

4 国際展開を金融面から応援します

◇必要資金の融資（海外展開資金）

今年度拡充

海外での事業の開始又は拡大に必要な事業資金（海外企業に対する転貸資金を含む）を融資します。
［拡充ポイント］
●貸付上限額の大幅拡充（最大7.2億円）
お問い合わせ

日本公庫 東京相談センター

TEL.0120-868121

国
際
化
支
援

3

◇エクイティ資金の確保（がんばれ！中小企業ファンド）
がんばれ！中小企業ファンドの中には、中小企業の海外事業展開に必要なエクイティ資金確保の円
滑化とハンズオンでの経営支援を目的としたファンドがあります。
お問い合わせ

中小企業基盤整備機構

ファンド事業部

TEL.03-5470-1673

◇事業資金の借り入れ時の公的債務保証（海外投資関係信用保証制度）
中小企業が、金融機関から海外投資事業資金の融資を受ける際、保証協会が債務保証を実施します。
お問い合わせ

2

全国信用保証協会連合会

総務部企画課

TEL.03-6823-1200

海外進出後支援

1 海外の情報を提供します

◇海外ブリーフィングサービス【無料】
JETRO海外事務所（約70カ所）において、現地の一般経済マクロ動向・法人設立手続き、商習慣、
駐在員生活情報等の各種情報を提供しています。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）貿易投資相談課

TEL.03-3582-5319

2 海外事業の円滑化に向けたアドバイスをします

◇相談受付【無料】
JETRO海外事務所（約70カ所）及び在外日本人商工会議所6カ所（ソウル、北京、上海、ジャカル
タ、マニラ、クアラルンプール）では、進出企業が直面する問題などについて、無料相談を実施していま
す。また、在外日本人商工会議所では進出日系企業の抱える経営上の隘路事項について、現地政府に
対し、事業環境改善の要望を行っています。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）在外企業支援課 TEL.03-3582-5017
日本商工会議所 国際部 TEL.03-3283-7762

◇現地の法律や会計など、専門的な情報の提供・アドバイス【初回無料】
海外現地の法制度、税務、労務、取引の適正化など、専門性の高い経営課題について、現地法律事
務所や会計事務所などを活用し、情報提供やアドバイスを行っています。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）在外企業支援課 TEL.03-3582-5017

◇知的財産権の侵害状況調査【一部補助】
海外で知的財産権の侵害を受けている企業の個別要望に基づき、知的財産権の侵害状況を調査して
います。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）知的財産課 TEL.03-3582-5198

3 販路開拓（ビジネスマッチング）を支援します

◇販路開拓支援【無料】
（トレード・タイアップ・プロモーション・プログラムデータベース提供事業（TTPP））
国内外企業が投資、合弁、技術提携、貿易などの希望案件をインターネットから直接登録、または検
索・閲覧し、希望にあった相手企業に直接コンタクトできるなど、自社製品の広報、取引企業探しをイ
ンターネットで行うことが出来ます。
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お問い合わせ
H P

日本貿易振興機構（JETRO）貿易投資相談課
http://www.jetro.go.jp/ttppj/

TEL.03-3582-5215

4 国際展開を効果的に進める人材の育成を応援します

◇人材育成支援【一部補助】
（中小企業専門家派遣事業、研修事業）
海外に進出している日系中小企業や商取引関係にある現地企業等の技術者、管理者を日本に受け入
れ、生産性・品質向上を目的とした研修を行うとともに、専門家を派遣し、現地企業等の技術者や管理
者、経営者等に対し、技術の向上や経営に必要な助言・指導を行います。
お問い合わせ

派遣事業：海外貿易開発協会（JODC） TEL.03-3549-3051
研修事業：海外技術者研修協会 業務統括課（AOTS）
TEL.03-3888-8221
研修事業：交流協会 技術交流部
TEL.03-5573-2600（内線21､23）
※台湾企業に関する研修事業のお問い合わせは交流協会までお願いします。

5 国際展開を金融面から応援します

◇必要資金の融資（海外展開資金）＜再掲＞
※事業概要はP.4をご覧下さい。

◇エクイティ資金の確保（がんばれ！中小企業ファンド）＜再掲＞
※事業概要はP.4をご覧下さい。

◇事業資金借り入れ時の公的債務保証（海外投資関係信用保証制度）＜再掲＞
※事業概要はP.4をご覧下さい。

◇事業資金借り入れ時の公的債務保証（特定信用状関連保証制度）
海外子会社が現地の金融機関から融資を受ける際に、国内金融機関が当該現地金融機関に向けて
発行する信用状に関し、国内金融機関に対して親会社（国内の中小企業）が負担する債務について、保
証協会が債務保証を実施します。
①信用保証委託申込
⑩償還

国
内
中
小
企
業

①信用状発行依頼
⑧償還

国
内
金
融
機
関

②信用保証依頼

③保証承認
⑨代位弁済

信
用
保
証
協
会

現
地
金
融
機
関

⑤貸付実行
⑥償還

現
地
中
小
企
業

④スタンドバイ信用状発行
⑦補償債務履行
お問い合わせ

2

全国信用保証協会連合会

総務部企画課

TEL.03-6823-1200

輸出入支援

1 輸出入に関する情報を提供します

◇貿易・投資の手続きなどに関する情報の提供・アドバイス【無料】＜再掲＞
※事業概要は、P.3をご覧下さい。
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◇経済連携協定（EPA） 締結国との間の優遇情報などの提供【無料】

日本との経済連携協定（EPA） を発効している国との間の輸出入時では、関税率の優遇などのメリ
ットを受けられる可能性があります。経済産業省EPA相談窓口や日本貿易振興機構では、 活用にあた
り必要な情報の提供や個別相談を実施しています。
また、日本商工会議所国際部では、関税率の優遇措置を受けるために必要な特定原産地証明書の
手続きに関する相談に応じています。

お問い合わせ

H P
経済産業省EPA相談窓口
TEL.03-3501-1595
epa-soudan@meti.go.jp
日本貿易振興機構（JETRO） 貿易投資相談課 TEL.03-3582-5171
日本商工会議所 国際部
TEL.03-3283-7850

輸入におけるEPA利用手続きに関するお問い合わせ

お近くの税関(ご参考 http://www.customs.go.jp/question2.htm#b)

◇安全保障貿易自主管理に関する相談・セミナー【無料】

外国為替及び外国貿易法（外為法）は、機微な製品・技術を扱う中小企業における安全保障貿易管
理に係る自主管理体制の整備を求めております。安全保障貿易自主管理促進事業では、こうした中小
企業を支援するため、関係機関と連携し、専門家による相談、セミナーなどを行っております。

お問い合わせ
H P

安全保障貿易案内窓口
TEL.03-3501-3679
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

2 海外事業展開に向けたアドバイスをします

◇個別相談受付【無料】

海外ビジネス専門の地域別や分野別のアドバイザーが、貿易投資や国際展開に関する相談に応じ、
アドバイスを実施しています。

お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO） 貿易投資相談課
TEL.03-3582-5171
中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部
TEL.03-5470-1522

◇輸出有望案件の発掘・販路開拓支援【無料】

優れた技術・製品を持ちつつも輸出経験のない中小企業の方々を中心に、専門家により各企業の実
情に沿って、各種輸出指導、海外への商談随行、輸出契約締結の助言など一連の支援を行ないます。
対象分野：機械・部品、繊維、伝統産品・和雑貨、環境・バイオ・福祉、食品(5分野)

お問い合わせ
H P

日本貿易振興機構（JETRO） 開拓案件支援課
http://www.jetro.go.jp/services/export/

TEL.03-3582-5015

3 海外市場で通用するブランドの構築・強化を応援します

◇JAPANブランド戦略展開支援

地域の強み（素材・技術など）を活かした製品などの魅力を高め、｢日本｣を表現しつつ世界に通用
する｢JAPANブランド｣の実現を目指し、 地域が一丸となって行う取組み（市場調査、新商品・デザイ
ンの開発、展示会参加など）を総合的に支援します。

お問い合わせ

地域資源活用支援：HP http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/index.html
最寄りの地方経済産業局（巻末連絡先参照）

4 販路開拓（ビジネスマッチング）を支援します

◇海外展示会への出展支援【一部補助】
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海外各地で行われる展示会にジャパンブースを設置し、皆様の参加を支援
します。例えば、2009年は、 人気が高い「ニューヨーク・インターナショナ
ル・ギフト・フェア2009夏展」 （2009年8月） への出展支援を行い、2,256
件の商談（うち成約件数（見込み含む）938件） が行われました。

お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO） 海外見本市課

TEL.03-3582-5183

◇海外バイヤーとの商談会開催
海外のバイヤー等を招聘し、商談会の開催や海外市場に合わせた商品の開発・改良等に資する情報・ア
ドバイスの提供等、自社製品の海外販路開拓可能性を探り、事前の戦略を立てるプレマーケティングの機
会を提供します。
お問い合わせ
H P

日本貿易振興機構（JETRO）農林水産事業課 TEL.03-3582-5546
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

◇販路開拓支援【無料】＜再掲＞
（トレード・タイアップ・プロモーション・プログラムデータベース提供事業（TTPP））
※事業概要はP.5をご覧下さい。

5 海外への輸出を金融面から応援します

◇海外への輸出を行う際のリスクをカバーする保険（貿易保険）
輸出の際に、発生する非常危険（相手国の輸入規制・戦争など）や信用危険（輸出相手方の倒産な
ど）によって、輸出不能や代金回収不能となったことによる損失をカバーします。特に中小企業の方向
けに、利用しやすい保険商品も用意しています。
また、無料での保険料試算やバイヤー信用調査を実施しています。
お問い合わせ

日本貿易保険（NEXI） お客様相談室 TEL.03-3512-7712

6 輸入のためのアドバイスをします

◇個別相談受付【無料】
海外からの直接仕入れや輸入ビジネスを行う企業のサポートを行っています。
お問い合わせ

3

対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）情報センター貿易・投資相談

TEL.03-3989-5151

合弁や技術連携など外国企業
との業務提携支援

◇講演会・展示商談会の開催【一部補助】
（中小企業国際化支援ネットワーク事業）
海外ハイテクベンチャー企業等との連携支援のため、セミナーや展示商談会を開催する他、ベンチ
ャー支援環境の整った米国・英国の有力インキュベーション施設への入居支援を行っています。
お問い合わせ
H P

日本貿易振興機構（JETRO）産業技術交流課
TEL.03-3582-4631
http://www.jetro.go.jp/industry/high-tech/venture

◇台湾情報の提供・アドバイス【無料】
（日台中小企業ビジネス・アライアンス促進事業）
特に、台湾企業との事業連携を希望する中小企業者向けに、情報提供、アドバイス、ビジネスマッチ
ング交流会などを実施しています。
お問い合わせ

交流協会

貿易経済部

TEL.03-5573-2600

◇販路開拓支援【無料】＜再掲＞
（トレード・タイアップ・プロモーション・プログラムデータベース提供事業（TTPP））
※事業概要はP.5をご覧下さい。

◇安全保障貿易自主管理に関する相談・セミナー【無料】＜再掲＞
※事業概要は、Ｐ.6をご覧下さい。

◇地域の中小企業群の海外進出支援（地域間交流支援事業）
海外の市場進出のためのノウハウやネットワークが無い中小企業の国内集積地と、海外の産業集積地
との産業交流（招聘、商談会など）を実施します。
お問い合わせ

日本貿易振興機構（JETRO）地域産業連携班
最寄りの地方経済産業局（巻末連絡先参照）

TEL.03-3582-5314

国
際
化
支
援
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お問い合わせ先
なんでも相談ホットライン

全国共通

受付時間

月〜金

9：00〜19：00

0570-009111

土 10：00〜15：00

※通話料は発信者側の負担となります
※携帯電話（一部除く）、IP電話、PHSからはご利用になれません

中小企業国際化支援政策に関するお問い合わせ
●中小企業庁 国際室

TEL.03-3501-9093（直通）
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/index.html

安全保障貿易管理に関する問い合わせ
●安全保障貿易案内窓口

TEL.０３−３５０１−３６７９

安全保障貿易管理に関するＨＰ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

国際化支援策に関するお問い合わせ
海外展開相談課

TEL.03-5470-1522（直通）

全国各事務所の情報

http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/index.html

ジェトロ総合案内

TEL.03-3582-5511（直通）

国内外各事務所の情報

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/

日本貿易保健（NEXI）

お客様相談室

TEL.03-3512-7712（直通） http://www.nexi.go.jp/

交流協会

貿易経済部

TEL.03-5573-2600

国際部

TEL.03-3283-7850（直通） http://www.jcci.or.jp/

全国各商工会議所の情報

http://www.cin.or.jp/cin-cgi/me̲list99open.asp

中小企業基盤整備機構
（SMRJ）
日本貿易振興機構
（JETRO）

http://www.smrj.go.jp/

http://www.jetro.go.jp/indexj.html

http://www.koryu.or.jp/

日本商工会議所

TEL.03-3503-1256（直通）

http://www.shokokai.or.jp/

全国商工会連合会
全国各都道府県商工会の情報

http://www.shokokai.or.jp/

海外技術者研修協会（AOTS） 業務統括課

TEL.03-3888-8221（直通）

http://www.aots.or.jp/

海外貿易開発協会（JODC）

派遣事業部

TEL.03-3549-3051（直通）

http://www.jodc.or.jp/

日本公庫

中小企業事業

TEL.0120-868121

総務部企画課

TEL.03-6823-1200

全国各協会の情報

http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm

http://www.zenshinhoren.or.jp/

全国信用保証協会連合会
北海道経済産業局

中小企業課

TEL.011-709-1783（直通）又は 国際課

TEL.011-709-1752（直通）

東北経済産業局

中小企業課

TEL.022-221-4922（直通）又は 国際室

TEL.022-221-4907（直通）

関東経済産業局

中小企業課

TEL.048-600-0321（直通）又は 国際課

TEL.048-600-0261（直通）

中部経済産業局

中小企業課

TEL.052-951-2748（直通）

近畿経済産業局

中小企業課

TEL.06-6966-6023（直通）又は 国際事業課

TEL.06-6966-6032（直通）

中国経済産業局

中小企業課

TEL.082-224-5661（直通）又は 産業振興課

TEL.082-224-5638（直通）

四国経済産業局

中小企業課

TEL.087-811-8529（直通）又は 国際室

TEL.087-811-8525（直通）

九州経済産業局

中小企業課

TEL.092-482-5447（直通）

沖縄総合事務局

中小企業課

TEL.098-866-1755（直通）又は 商務通商課

TEL.098-866-1731（直通）

相談室
中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談などに応対します。

●中小企業庁 相談室

モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

TEL.03-3501-4667（直通）

編集・発行
中小企業庁広報室

〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL.03-3501-1709

中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp
2010-広報室-一般-初-006
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