海外展開について
考えたいけどまずはどこに相談する？

2021年度 東海地域における海外展開支援施策
中小企業の海外展開支援を支援するため、経済産業省、自治体及び支援機
関が実施している支援メニューを海外展開のステップごとに紹介しています。

Step1

知る・調べる

 情報収集したい P2
 海外展開に関するセミ
ナーに参加したい P3

自社の商品を海外に売り込みたい！
何かサポートはないだろうか・・・

Step2 計画する・準備する Step3 海外に進出する

 海外展開の専門家に
相談したい P4

 国内で海外の販路開
拓をしたい P11

 海外展開に向けて商
品開発・ブランディング
したい P8

 海外で直接販路を開
拓したい P13

 事業化に向けて調査
したい、計画を立てた
い P9
 知的財産に関するサ
ポートを受けたい P10

 海外進出時・進出後
にサポートを受けたい
P14
 資金を調達したい
P15

Step4 事業の拡大・安定

 人材を育成したい P16
 事業を拡大したい P16

新型コロナウイルス感染拡大の影
響により、支援内容が変更になっ
ているものもあります。また、相談窓
口におきましては、原則として、電
話・EメールまたはWebでの対応と
させていただいている事業もあります。
詳細は各事業のＵＲＬにてご確
認ください。
2021年5月時点作成
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東海地域における海外展開支援策 一覧表
愛知県

Step
1

□貿易実務講座 P2
□国際ビジネスセミナー P2

□海外展開支援事業
・貿易実務講座 P2
・海外経済ビジネスセミナー
P3

□国際ビジネス相談デスク
P4
□海外ビジネスハンズオン支援
事業 P4
□国際ビジネスに関する相談
対応 P4
□あいち・なごやスタートアップ
海外連携促進拠点事業 P5
□スタートアップの海外展開支
援 P9

□航空宇宙産業支援事業
P5
□モノづくりコーディネーター設
置事業 P5
□海外展開支援事業
・海外ビジネス相談 P5
・海外展開アドバイザー派遣
事業 P6
□海外における県産品テスト
マーケティング及び現地向け
の商品開発の支援 P8

□海外見本市への出展支援
P13
□海外サポートデスク P14
□愛知県海外産業情報セン
ター P14
□海外工業団地入居時の優
遇措置 P15

□県産品紹介サイト P11
□海外展開支援事業
・海外バイヤー、国内商社招
へい商談会 P11
・海外展示会・商談会出展
支援 P13
□ヘルスケア産業海外展開
支援事業 P13
□海外ECサイトによる県産
品販路拡大事業 P11
□岐阜県中小企業資金融
資制度 P15

知る・調べる

Step
2
計画する
準備する

Step
3
海外に進出する

Step
4
事業の拡大・安定

岐阜県

三重県

□三重県国際展開支
援窓口 P6

名古屋市

JETRO

中小機構

□中小企業海外販路開
拓・拡大サポート事業
（海外事業展開支援セ
ミナー）P3
□伝統産業マーケティング
支援事業（勉強会）
P3

□貿易実務講座 P2
□貿易実務オンライン講座
P2

□海外展開セミナー
P3

□あいち・なごやスタート
アップ海外連携促進拠点
事業 P5
□伝統産業マーケティング
支援事業（新商品開
発）P6
□グローバルスタートアップ
創出促進事業 P９

□新輸出大国コンソーシアム
P4
□貿易投資相談 P7
□海外コーディネーター P7
□海外ブリーフィングサービス
P8
□中小企業海外展開現地
支援プラットフォーム（海外在
住の専門家による相談対応、
ビジネスマッチングサポート）
P8
□日本食品海外プロモーショ
ンセンター P9
□海外ミニ調査サービス P9
□外国出願補助金（中小
企業等外国出願支援事
業）P10

□海外展開ハンズオン
支援 P6
□展示会での出張アド
バイス P7

□中小企業海外販路開
拓・拡大サポート事業
（ASEANオンライン商談
会）P11

□国内商談会 P12
□JAPAN STREET P12
□JAPAN MALL P12
□JAPAN LINKAGE P12
□グローバル・アクセラレーショ
ン・ハブ P12
□海外見本市・商談市 P14
□海外サプライチェーン多元
化等支援事業 P15

中部経済産業局
その他

□JAPANブランド育成
支援等事業 P8
□知財総合支援窓口
P10
□海外知的財産プロ
デューサー P10

□高度外国人材推進ポータ
ル P16
□J-Bridge P16
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Step
1

知る・調べる

枠内に記載のある県、市に所在する事業者の方々は
支援メニューの活用が可能です。
愛 ：愛知県

支援メニュー

岐 ：岐阜県 三 ：三重県

内容

名 ：名古屋市

お問い合わせ先

情報収集したい
愛

貿易実務講座

貿易実務、輸出入通関、国際物流、英文契約書など、 あいち産業振興機構
国際ビジネスグループ
海外ビジネスに必要な知識を習得する貿易実務講
TEL:052-715-3065
座を開催します。【有料】
https://www.aibsc.jp/supports/international_busines
s_support

岐

海外展開支援事業
（貿易実務講座）

貿易の流れや書類の作成方法、ビジネス英語等、貿
易実務に役立つ講座を開催しています。
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092
JETRO岐阜 TEL：058－271－4910

貿易実務講座
貿易実務オンライン講座

貿易実務について学ぶ講座です。【有料】
ワークショップ（名古屋・岐阜・三重）・e-ラーニング型
があります。
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/nagoya/lectures
2021.html
http://www.jetro.go.jp/elearning/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

海外展開に関するセミナーに参加したい
愛

国際ビジネスセミナー

各国のビジネス事情、海外販路開拓の留意点など、
海外ビジネスに関するセミナーを随時開催し、最新
情報を提供します。
https://www.aibsc.jp/supports/international_busines
s_support

あいち産業振興機構
国際ビジネスグループ
TEL:052-715-3065
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Step
1

知る・調べる
支援メニュー

内容

お問い合わせ先

海外展開に関するセミナーに参加したい
岐

名

海外展開支援事業（海外経済ビジネ
スセミナー）

各国の投資環境や各種制度、市場動向など、海
外ビジネスに関する最新情報を提供するセミナー
を開催しています。
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092
JETRO岐阜 TEL：058-271-4910

中小企業海外販路開拓・拡大サポー
ト事業
（海外事業展開セミナー）

海外事業展開に関する基礎知識の習得を目的と
したセミナーを開催します。
http://obacnagoya.com/2021nagoyakaigaisupportkickoff
http://obacnagoya.com/2021nagoyakaigaisupportseminars

名古屋市
経済局イノベーション推進部 産業立地交流室
産業立地交流係
TEL:052-972-2422

伝統産業マーケティング支援事業

名 （勉強会）

海外展開に挑戦したい企業だけでなく、海外展開に向け
た人材育成などに関心のある皆様からのご参加をお待ちし
ております。

マーケティング手法やデザイン経営、ヨーロッパ圏の 名古屋市
気候風土・歴史文化及びこれらを踏まえたデザイン
経済局産業労働部労働企画室
や市場ニーズ、流通の仕組み、商習慣等について学 TEL:052-972-3146
ぶ勉強会を開催します。
伝統産業の事業者でなくても参加することができます。

海外展開セミナー

海外投資や国際取引などの海外ビジネスに関す
る中小機構の専門家が、海外の最新情報、実務
的な知識、手法などについて、自身の実体験や事
例を織り交ぜながら講演します。
https://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/i
ndex.html

中小機構中部本部 企業支援部 支援推進課
TEL: 052-201-3068
支援機関と共催でセミナーを開催いたします。支援機
関の方で講師派遣等をご希望でしたらお問い合わせ下
さい。
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Step
2

計画する・準備する

海外展開の専門家に相談したい
新輸出大国コンソーシアム

政府系機関、地域の金融機関や商工会議所など
国内各地域の企業支援機関が幅広く参加し、海外
展開を図る中堅・中小企業等に対して総合的な支
援を行います。
海外展開を目指す企業は、コンソーシアムに参加
している複数の企業支援機関からそれぞれの専門
性を活かした様々な支援を受けることができます。
https://www.jetro.go.jp/consortium/

新輸出大国コンソーシアム事務局
TEL:03-3582-8333
JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

愛

国際ビジネス相談デスク

国際ビジネスに関する諸問題に経験豊富な当機構
の国際アドバイザーが無料で相談に応じます。《事
前予約制》
https://www.aibsc.jp/support/262/

あいち産業振興機構 国際ビジネスグループ
TEL:052-715-3065

愛

海外ビジネスハンズオン支援事業

世界に通じる商品力や技術力を持ち、海外展開の
意欲がありながら、国際ビジネス経験が乏しいた
めに取り組みが十分に出来ていない、あるいは、
取り組みが具体的な成果につながっていない愛知
県内の中小・小規模企業に対して、専門家が海外
取引・展開に直結する実務的な個別支援を継続的
に行います。
https://www.aibsc.jp/support/948/

あいち産業振興機構 国際ビジネスグループ
TEL:052-715-3065

愛

国際ビジネスに関する相談対応

世界中にネットワークを構築している豊田通商(株)
に、国際ビジネスに関する諸問題について無料相
談が可能です。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/aichitoyotatsusho.html

愛知県
経済産業局 産業部 産業立地通商課 海外展
開支援グループ
TEL:052-533-6650
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Step
2

計画する・準備する

海外展開の専門家に相談したい
愛
名

あいち・なごやスタートアップ海外連
携促進拠点事業

計画する 準備する

海外展開を目指すスタートアップ及びイノベーション企
業（モノづくり企業）等を対象に、海外スタートアップ等と
の事業・技術提携、海外市場開拓や海外拠点設立等、
海外事業全般の相談に専門家が無料で応じます。
https://www.aichi-nagoya-startups.jp/contact/

あいち・なごやスタートアップ海外連携促進
コンソーシアム相談窓口コンタクトポイント
（ジェトロ名古屋内）
TEL:052-589-6211 NAG@jetro.go.jp

知的財産に関するサポートを受けたい
岐

外国出願補助金
航空宇宙産業支援事業
航空宇宙分野での実務経験が豊富な企業ＯＢ等が、県
中小企業知的財産活動支援事業
内企業の新規参入、新事業展開、新技術開発、販路開
拓、人材育成などさまざまなニーズにワンストップで対
応します。

愛知県
岐阜県産業経済振興センター
岐阜県
各務原支所 技術振興部 技術支援課 産
学官・成長産業支援担当
TEL: 058-379-2212
岐阜県
商工労働部 航空宇宙産業課 産業振興係
TEL：058-272-8836

岐

モノづくりコーディネーター設置事業

現場での実務経験が豊富な企業ＯＢ等が、販売促進、
技術、金融、ＩＴなどに関する相談に対応します。
http://www.gpc-gifu.or.jp/

岐阜県産業経済振興センター
産業振興部 総合支援課 窓口支援担当
TEL：058-277-1080
岐阜県 商工労働部産業技術課技術支援
係TEL：058-272-8366

岐

海外展開支援事業
（海外ビジネス相談）

海外展開コーディネーターを設置し、海外進出、海外と
の取引（輸出入）、技術提携等、海外ビジネスに関する
相談を随時お受けしています。また、国際化支援アドバ
イザーによる個別相談会（予約制）を随時実施していま
す。
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092
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Step
2

計画する・準備する

海外展開の専門家に相談したい
岐

海外展開支援事業
（海外展開アドバイザー派遣事業）

計画する 準備する
三

名

三重県国際展開支援窓口

伝統産業マーケティング支援事業
（新商品開発）

海外展開ハンズオン支援

中小企業の海外展開を促進するため、民間のアド
バイザーを企業に派遣し、ビジネスプランの作成
相談や海外展示会での商談支援等を行います。
（企業負担：派遣に要する経費の１／３）
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092

三重県産業支援センターとジェトロ三重が、金融
機関・損害保険会社・物流会社と連携し、皆様の
海外展開をあらゆる方面からサポートします。
https://www.pref.mie.lg.jp/D1KOYOKEI/863240441
12_00001.htm

三重県
雇用経済部 国際戦略課
TEL:059-224-2499

ヨーロッパ圏の市場ニーズを捉えた新商品を完成で 名古屋市
きるように、デザイナーやバイヤー等、複数のアドバ 経済局産業労働部労働企画室
イザーによる支援を行います。
TEL:052-972-3146
(2022年度、継続事業としてテストマーケティングや展
伝統産業の事業者が対象です。
示会出展支援等を実施します。）

海外ビジネスの課題やお悩みを解決するため、豊
富な実務経験・ノウハウを持つ専門家がハンズオ
ンで支援します。
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/a
dvice/index.html

中小機構中部本部 企業支援部 支援推進課
TEL: 052-201-3068
オンラインでの個別相談もお受付しております。
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Step
2

計画する・準備する

海外展開の専門家に相談したい
展示会での出張アドバイス

海外でのビジネス展開を目指す中小企業者の方々
の課題やお悩みに対し、海外での豊富な実務知
識・経験・ノウハウを持つ専門家が、国内の展示会
にてアドバイスを無料で行います。
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/ex
hibition/index.html

中小機構 販路支援部 海外展開支援課
TEL: 03-5470-1522

貿易投資相談

世界各地から収集した豊富な情報とノウハウを活
用し、貿易・投資に関するさまざまなご相談に応じ
ています。（※ご相談はオンラインの申込フォーム
から承っております。）
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/nagoya/advice.
html

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

海外コーディネーター
（農林水産・食品分野）による輸出
相談サービス

農林水産・食品分野の現地市場動向をジェトロ海
外事務所の海外コーディネーターがお調べして報
告します（一部の国・都市限定）。
http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

計画する 準備する
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Step
2

計画する・準備する

海外展開の専門家に相談したい
海外ブリーフィングサービス

計画する 準備する

中小企業海外展開現地支援プラット
フォーム（海外在住の専門家による相
談対応、ビジネスマッチングサポート）

ジェトロの海外事務所において、現地の一般経
済概況を1時間程度お話しします。
http://www.jetro.go.jp/services/briefing/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

ジェトロの海外事務所が契約する専門家が、現
地の市場や、進出についての相談対応、ビジネ
スアポイント取得・商談同行のサポートを実施し
ます。

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

海外展開に向けて商品開発・ブランディングしたい

岐

JAPANブランド育成支援等事業

中小企業が行う海外展開や全国展開、インバウ
ンド需要の獲得に関する取組に対して支援を行
います。
https://www.chubu.meti.go.jp/c84japan/index.ht
ml

中部経済産業局 産業部 経営支援課
TEL:052‐951‐0521

海外における県産品テストマーケティ
ング及び現地向けの商品開発の支援

海外の主要都市において、現地の小売店等と連
携して、連携型アンテナショップ（＝Global
Antenna Shop：GAS）を構築し、県内企業が海外
ビジネスのスキルを磨き、海外パートナーの発掘
や自社製品の市場性の確認、現地向けの商品
開発に活用できる場や機会を提供します。

岐阜県
商工労働部 県産品流通支援課 海外展開係
TEL:058-272-8090
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Step
2

計画する・準備する

海外展開に向けて商品開発・ブランディングしたい
日本食品海外プロモーションセン
ター

日本和牛、日本産水産物、日本茶、日本産米粉、
日本産酒類（日本酒、日本ワイン）の５品目に関し
て、国・地域を定め、消費者の認知や購入・喫食意
向の向上等を目指して、戦略的にプロモーションを
実施しています。
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/

日本食品海外プロモーションセンター（JETRO本
部内）
TEL:03-3562-8345 JFA@jetro.go.jp
JETRO名古屋
TEL: 052-589-6210 NAG@jetro.go.jp

事業化に向けて調査したい、計画を立てたい
愛知県
愛知県内のスタートアップ等を対象に、米国・テキ
サス大学オースティン校、シンガポール国立大学、 経済産業局スタートアップ推進課
中国・清華大学（TUSホールディングス）、上海交通 海外連携グループ
TEL:052-954-7474
大学、フランスのスタートアップ支援機関（Paris &
Co、INSEAD、IMT Atlantique、Bpifrance、ステーショ
ンF）と連携して、アクセラレーションプログラム、現
地進出のためのセミナー、展示会出展支援などを
実施しています。（支援内容は、対象国により異な
ります。）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/a2ikp.html
グローバルスタートアップ創出促進事 世界に通用するトップレベルのスタートアップ企業を 名古屋市
名
経済局イノベーション推進部スタートアップ支援室
創出するとともに、スタートアップ・エコシステム「グ
業
ローバル拠点都市」を対象とした国の支援につなげる スタートアップ支援係 TEL:052-972-3046
ため、グローバル展開を目指すスタートアップ企業の
急速な成長を支援するプログラムを実施します。
愛

スタートアップの海外展開支援

海外ミニ調査サービス

現地の小売価格や制度情報などをジェトロの海外
事務所がお調べして報告します。
https://www.jetro.go.jp/services/quick_info/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210
NAG@jetro.go.jp ※JETRO岐阜・三重でも受付
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Step
2

計画する・準備する

知的財産に関するサポートを受けたい
外国出願補助金（中小企業等外国出
願支援事業）

計画する 準備する

知財総合支援窓口

海外知的財産プロデューサー

外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を
予定している中小企業等に対し外国出願に要する
費用を助成します。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaiko
kusyutugan.html

あいち産業振興機構 TEL:052-715-3074
岐阜県産業経済振興センター
TEL:058-277-1092
三重県産業支援センター TEL:059-253-4355
JETRO イノベーション・知的財産部 知的財産
課 外国出願デスク
TEL:03-3582-5642

アイデア段階から、事業展開までの知財に関する
課題や相談を、無料・ワンストップで受け付けます。
より専門的な相談や高度な相談については、弁理
士や弁護士、海外知財専門家等の専門家と協働
して無料でアドバイスします。
https://chizai-portal.inpit.go.jp/

全国共通ナビダイヤル
0570-082100（全国４７都道府県に設置されたお
近くの窓口におつなぎします。）

企業における豊富な知的財産経験と海外駐在経
験を有する海外知的財産プロデューサーが、海外
ビジネス展開に応じた知的財産リスクやその具体
的対策、知的財産の管理・活用に関するアドバイ
ス・支援を無料・秘密厳守で行います。
https://faq.inpit.go.jp/gippd/service/

工業所有権情報・研修館（INPIT）海外展開知財
支援窓口
TEL:03-3581-1101

愛知県知財総合支援窓口
052-753-7635
岐阜県知財総合支援窓口
TEL:058-213-0372
三重県知財総合支援窓口
TEL:059-271-5730
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Step
3

海外に進出する

国内で海外の販路開拓をしたい
岐

県産品紹介サイト

県内企業の優れた商品を国内外のバイヤー等に
紹介するウェブサイト「Gateway to Gifu Products」
を2014年4月1日より開設しました。海外展開を目
指す県内企業の商品の情報や優れた魅力を、日
英の両言語で一体的に整理し、掲載します。
http://www.gifuproduct.jp/

岐阜県
商工労働部 県産品流通支援課 海外展開係
TEL:058-272-8090

岐

海外展開支援事業
（海外バイヤー・国内商社招へい商談
会）

海外のバイヤーや輸出に取り組む国内商社を招
へいして商談会を開催し、海外販路の開拓を支援
します。
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092
JETRO岐阜 TEL：058－271－4910

岐

海外ECサイト（中国・米国）による県産品
販路拡大事業

海外ECサイト（中国・米国）に県産品を出品するこ
とで、新たな需要の喚起、拡大を図る事業を実施
します。
［対象者］ 工芸品等を製造する県内中小企業等
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/kengaiyo/soshiki-annai/shokorodo/kensanpinryutsusien/

岐阜県
商工労働部県産品流通支援課 海外展開係
TEL: 058-272-8090

名

中小企業海外販路開拓・拡大サポート
事業
（ASEANオンライン商談会）

海外事業展開の対象として有望な東南アジア（ベ
トナム・タイ・インドネシア・マレーシア）の現地及び
日系企業との商談の機会を提供します。
http://obacnagoya.com/2021nagoyakaigaisupportbzmtgs

名古屋市
経済局イノベーション推進部 産業立地交流室
産業立地交流係
TEL:052-972-2422
海外展開に挑戦したい企業だけでなく、海外
展開に向けた人材育成などに関心のある皆
様からのご参加をお待ちしております。
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Step
3

海外に進出する

国内で海外の販路開拓をしたい
国内商談会

海外における各分野の有力バイヤーを招聘し、国
内事業者との商談会を開催します。
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

JAPAN STREET

ジェトロの基準を満たす限られた海外の有力バイ
ヤーのみが閲覧可能なオンラインカタログサイトで
す。企業・商品情報と商品画像等を提出するだけ
で、 ジェトロが常時バイヤーに商品を案内します。
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

JAPAN MALL

世界60以上の連携先ECバイヤーに商品を紹介す
る事業です。原則、国内納品・国内買取・円建て決
済で取引が完結するため、複雑な輸出手続きが
不要です。成約した商品のプロモーションを連携
先とジェトロが実施します。
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/

JETRO EC・流通ビジネス課
TEL：03-3582-5227
JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

JAPAN LINKAGE

通年型オンライン展示会への出展支援プログラム
です。
https://www.jetro.go.jp/services/japan_linkage.ht
ml

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

グローバル・アクセラレーション・ハブ

世界各国のスタートアップ・エコシステム先進地域
において、現地有力アクセラレータ等と提携し、日
系スタートアップのグローバル展開を支援します。
海外進出あるいは海外での資金調達を目指す日
系スタートアップに対し、ブリーフィングやメンタリン
グ、コワーキングスペースの提供等を無料で行っ
ています。
https://www.jetro.go.jp/services/jhub/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付
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Step
3

海外に進出する

海外で直接販路を開拓したい
愛

海外見本市への出展支援

海外で開催される見本市・商談会等に参加する際、
出展費用の一部補助を受けられます。

愛知県
経済産業局 産業部 産業立地通商課 海外展開
支援グループ TEL:052-533-6650

岐

海外展開支援事業
（海外展示会・商談会出展支援）

ジェトロ・岐阜県産業経済振興センターが主催・参加
する海外展示会・商談会への出展をサポートします。
（一部出展経費をジェトロ・岐阜県産業経済振興セン
ターが補助、参加無料の商談会も有）
https://www.gpc-gifu.or.jp/index.asp

岐阜県産業経済振興センター
経営支援部 取引課
TEL：058-277-1092
JETRO岐阜 TEL：058－271－4910

岐

ヘルスケア産業海外展開支援事業

ヘルスケア分野（医療機器・福祉機器等）における海
外の販路開拓を目指している県内企業等を対象に、
世界中の医療機器メーカー等が集まる海外展示会
への出展を支援します。

岐阜県
商工労働部 新産業・エネルギー振興課 成長
産業係
TEL:058-272-8835
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Step
3

海外に進出する

海外で直接販路を開拓したい
海外見本市・商談市

ジェトロでは世界中の主要な海外見本市に「ジャパン・
パビリオン」を設けています。有力なバイヤーと出会え
るだけでなく、出展料が中小企業の方向けに割安、出
展にかかる手続きは日本語で行えるなど、様々なメ
リットを享受していただけます。
http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp
※JETRO岐阜・三重でも受付

海外進出時・進出後にサポートを受けたい
愛

海外サポートデスク

県内企業の海外支援拠点として、「サポートデスク」
を設置し、県内企業からの相談対応・進出企業間の
ネットワークづくりなどの活動を行っています。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/aichisupprtdesk.html

愛知県
経済産業局 産業部 産業立地通商課
海外展開支援グループ TEL:052-533-6650

愛

愛知県海外産業情報センター

上海とバンコクに駐在員事務所を設置し、中国と東
南アジアにおける県内進出企業からの相談対応・進
出企業間のネットワークづくりなどの活動を行ってい
ます。
https://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/gaikoku/center.
html

愛知県
経済産業局 産業部 産業立地通商課
国際業務企画グループ
TEL:052-954-6356 ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
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Step
3

海外に進出する

海外進出時・進出後にサポートを受けたい
貿易保険

海外の取引先の代金不払いをカバーします。不払い
とは経営不振、破産等の取引先の信用事由や輸入
国の外貨不足、輸入規制等の非常事由によるもの
です。

日本貿易保険（NEXI）営業第一部
お客様相談窓口 TEL:0120-671-094

海外サプライチェーン多元化等支援
事業

アジア地域における生産の多元化等によってサプラ
イチェーンを強靱化し、日ASEAN経済産業協力関係
を強化することを目的として、製造設備の設備投資
等を支援します。
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/

海外サプライチェーン多元化等支援事業事
務局 （JETRO本部内）
TEL:03-3582-5410 scs@jetro.go.jp

資金を調達したい
愛

海外工業団地入居時の優遇措置

県内企業の方々の海外展開に資するため、工業団
地に入居する際、入居費用等の減免や現地法人設
立の支援等の優遇措置が受けられます。
※ 工業団地ごとに優遇内容は異なります。
https://www.pref.aichi.jp/site/overseasexpansion/industrialpark.html

愛知県
経済産業局 産業部 産業立地通商課 海外
展開支援グループ
TEL:052-533-6650

岐

岐阜県中小企業資金融資制度

県内の中小企業者等の皆さまに経営の活性化、安
定のために必要な事業資金を円滑に調達していた
だくために、岐阜県中小企業資金融資制度（県制
度融資）を設けています。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2522.html

岐阜県
商工労働部 商業・金融課 資金融資係
TEL:058-272-8389
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Step
4

事業の拡大・安定

人材を育成したい
高度外国人材推進ポータル

高度外国人材を採用する上での在留資格などの制
度・手続きや経営戦略の立て方についての情報を
一元化して提供します。採用に関心がある企業とし
て、自社情報をウェブページ上に掲載していただく
ことも可能です。https://www.jetro.go.jp/hrportal/

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp

J-Bridgeは、海外有望スタートアップ等企業と日本
企業の連携・ 協業の出会いを創出する新しいビジ
ネスプラットフォームです。
日本企業のデジタル技術（DX）等を活用した国際
的なオープン イノベーションを応援します。
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html

JETRO名古屋
TEL:052-589-6210 NAG@jetro.go.jp

事業を拡大したい
J-Bridge（海外スタートアップ企
業等と日本企業の連携・協業
のためのビジネスプラット
フォーム）
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番外編

その他 情報提供

情報を入手したい
愛知県内企業の海外事業活動

https://www.aibsc.jp/support/961/

岐阜県中小企業支援施策利用ガイドブック

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/horei/11351/H25-guide-book.html

岐阜県海外展開に役立つリスト

https://www.gpc-gifu.or.jp/kaigai/kigyolist/index.asp

中小機構 J-Net21 中小企業の海外展開入門
中小機構 J-Net21 ４コママンガで見る「はじめての海外ビジネス」

https://j-net21.smrj.go.jp/special/overseas/index.html
https://j-net21.smrj.go.jp/development/chushoro/index.html

中小機構 J-Net21 これからの訪日外国人旅行者ビジネス

https://j-net21.smrj.go.jp/special/tourist/index.html

中小機構 J-Net21 よくわかる食品輸出入の基本

https://j-net21.smrj.go.jp/special/foods03/index.html

中小機構 J-Net21 ECの始め方（中小機構動画）

https://j-net21.smrj.go.jp/development/ec/movie.html

中小機構 ebiz 中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト

https://ec.smrj.go.jp/

中小機構 海外ビジネスナビ 海外展開を目指す中小企業のための情報サイト

https://biznavi.smrj.go.jp/

JETROメンバーズ

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

JETRO貿易投資相談Q&A

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

JETRO海外ビジネス情報

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

JETRO資料閲覧コーナー

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/nagoya/lib.html
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