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近畿経済産業局は、近畿地域の各支援機関と連携して中小企業の海外展開支援に取
り組んでいます。
中小企業が国際競争に対応して海外展開を進めていくためには、情報収集・相談、

マーケティング、人材の育成、資金繰り、投資環境の改善など多くの課題解決が必要
です。

このような中小企業の皆様の様々な要望にお応えするため、各支援機関が実施する
海外展開支援メニューを2020年度版に改訂し、冊子にまとめました。支援施策を目
的別に探すことができます。

・施策一覧表で、皆様のニーズに応じた支援施策を探すことができます。
・上段には、支援対象となる地域およびニーズ項目が並んでいます。該当する項目
に●のついている施策をご覧ください。
・費用の有無に関して、一部利用者に負担がある場合、「利用無料」に△印を付し
ています。

ご利用の手引き

施策一覧表

はじめに

海外の経済や貿易に関する情報を入手したい！
海外展開に関するアドバイスを受けたい！
海外・国内のマッチングイベントに参加したい！
海外取引に関するセミナー・研修に参加したい！
海外展開に向け資金を調達したい！
補助金・助成金を受けたい！
海外でのサポートをお願いしたい！
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支援施策名

施策番号

ニーズ項目 費用の有無

実施機関名 支援できる地域 掲載ページ
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※本冊子において、近畿地域とは、福井県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の２府５県です。

・本書は、2020年4月現在の情報をもとに作成、編集しています。支援施策によっ
ては終了している場合や内容（要件、申請時期等）が変更される場合もあります
ので、ご注意ください。特に新型コロナウイルス感染症対策支援につきましては、
経済産業省HP等にてご確認ください。

・近畿地域における企業活動の海外展開支援施策を可能な範囲で掲載しています。
・各支援メニューに記載されている内容は概要です。
・施策のご利用には、対象地域や事業内容、相談内容が限定される場合があります。
・施策のご利用にあたっては問い合わせ先までご確認ください。

注意事項
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Ⅰ施策一覧表

人材
育成

貿易環
境改善

1 イベント情報 近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● 21

2 海外展開infoメールマガジン 近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● 21

3
投資育成ビジネスブログによ
る海外展開関連の情報発信

大阪中小企業投資育成(株) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 21

4 投資育成・ｅ－マガジン 大阪中小企業投資育成(株) ● ● ● ● ● ● ● ● 22

5 開発途上国情報全般
（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● ● ● ● 22

6
途上国行政官等とのネット
ワーク構築

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● ● ● 22

7
JICA関西
企業向けメールマガジン

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● ● ● 23

8 海外ビジネスナビ （独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● ● 23

9 J-GoodTech（ジェグテック） （独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● 23

10 海外ビジネス情報
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 24

11
ジェトロ大阪資料閲覧コー
ナー

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 24

12 海外ミニ調査サービス
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● 24

13 見本市情報（J-messe）
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 25

14 ビジネス短信
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 25

15
国際ビジネス促進協議会メー
ルマガジン

京都商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● ● 25

16
IBPC大阪ホームページ・メー
ルマガジン等による情報提供

（一財）大阪国際経済振興セン
ター（IBPC大阪）

● ● ● ● ● ● ● ● 26

マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実

① 海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

17 中国(上海)ビジネスサポート （公財）大阪産業局 ● ● ● ● 26

18
(公財)大阪産業局メールマガ
ジン等による情報提供

（公財）大阪産業局 ● ● ● ● ● ● ● ● 26

19 大商メールステーション 大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 27

20
アセアン事業展開　関心企業
プラットフォーム

大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● 27

21 「お役立ち情報」コーナー 神戸市 ● ● ● ● ● ● ● 27

22 国際ビジネスメールマガジン 神戸商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● ● 28

人材
育成

貿易環
境改善

23
「海外展開支援デスク」にて
海外展開に関する相談への対
応

大阪中小企業投資育成(株) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29

24 知財総合支援窓口
(独)工業所有権情報・研修館
知財総合支援窓口

● ● ● ● ● ● ● ● 29

25 関西知財戦略支援専門窓口
(独)工業所有権情報・研修館
近畿統括本部

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30

26 JICAコラボデスク
（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30

27 海外展開サポートデスク

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

28
海外展開ハンズオン支援（個
別相談）

（独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● ● 31

29 EC活用支援アドバイス （独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

② 海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用

インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

30
国際商取引の紛争予防と解決
に係る貿易実務・法律相談

（一社）日本商事仲裁協会大阪
事務所

● ● ● ● ● ● ● ● △ 32

31 海外展開支援

日本政策金融公庫各支店中小企
業事業（最寄の支店にご相談く
ださい。）
店舗一覧はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/bra
nch/index.html

● ● ● ● ● ● ● 32

32
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

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● 33

33 貿易投資相談
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 33

34 海外ブリーフィングサービス
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● 33

35
ふくいグローバルビジネスプ
ラザ

福井県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34

36 海外展開相談 （公財）滋賀県産業支援プラザ ● ● ● ● ● ● ● 34

37 海外展開支援・相談窓口 （公財）京都高度技術研究所 ● ● ● ● ● ● ● ● 34

38 中小企業国際ビジネス相談室 京都商工会議所 ● ● ● ● ● ● △ 35

39 アジアビジネス相談デスク 京都商工会議所 ● ● ● ● △ 35

40
KOKUBI THAILAND CLUB
（コクビ タイ クラブ）

堺国際ビジネス推進協議会 ● ● ● 35

41 産業振興連携相談窓口

・八尾市
・八尾商工会議所
・大阪シティ信用金庫 企業支
援部

● ● ● ● ● 36

42
海外ビジネス相談事業
（中国･ベトナム･インドビジ
ネス相談室）

（一財）大阪国際経済振興セン
ター（IBPC大阪）

● ● ● ● △ 36

43
大阪ビジネスサポートデスク
からの現地情報（インド、タ
イ、ベトナム、ミャンマー）

（公財）大阪産業局 ● ● ● 37

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号インター

ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
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人材
育成

貿易環
境改善

44
国際ビジネスサポートセン
ター

（公財）大阪産業局 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 37

45 中国ビジネス支援 大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ 38

46

TPP11/日EU・EPAに関する
専門相談窓口、原産地証明書
作成代行（Daisho(代書)）
サービス

大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● △ 38

47 海外お助けねっと 大阪弁護士会 ● ● ● ● ● ● 38

48
大阪 水・環境ソリューション
機構（OWESA）

（一財）都市技術センター（大
阪 水・環境ソリューション機
構事務局） 事業部 下水道課

● ● ● ● ● ● ● ● 39

49
関西ビジネスデスク（ベトナ
ム）

（公社）関西経済連合会 ● ● ● ● ● 39

50
モノづくりワンストップ支援
事業

（公財）東大阪市産業創造勤労
者支援機構

● ● ● ● ● ● ● ● ● 39

51
海外ビジネス法律・会計・税
務相談

神戸市 ● ● ● ● ● ● △ 40

52 登録アドバイザーの派遣 神戸市 ● ● ● ● ● ● ● ● △ 40

53 国際ビジネス相談窓口 神戸商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● 40

54
ひょうご海外ビジネスセン
ター

（公財）ひょうご産業活性化セ
ンター

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 41

55 海外展開に関するアドバイス 奈良県 ● ● ● ● ● ● ● 41

56 専門家派遣
（公財）奈良県地域産業振興セ
ンター

● ● ● ● ● △ 41

57
中国ビジネス活動サポート事
業

和歌山県 ● ● ● ● 42

58
和歌山国際経済サポートデス
ク

（公財）わかやま産業振興財団 ● ● ● ● ● ● ● 42

59 海外ビジネス実現支援事業 （公財）わかやま産業振興財団 ● ● ● ● ● ● ● 43

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料インター

ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

60 セミナー・商談会の開催

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● ● ● 44

61 視察団派遣 （一社）全国中小貿易業連盟 ● ● ● ● ● 44

62 地域間交流支援（RIT）事業
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 45

63 海外展示会出展支援
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● 45

64
物産展の開催、海外展示会の
出展

（公財）京都産業２１ ● ● ● ● ● 46

65
企業ミッション派遣・海外見
本市出展支援

・大阪市
・（一財）大阪国際経済振興セ
ンター（IBPC大阪）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 46

66
海外展示会への出展支援、商
談会の開催

（公財）大阪産業局 ● ● ● ● 47

67
食関連分野の堺製品の海外市
場開拓支援

堺食産品海外セールス実行委員
会（（公財）堺市産業振興セン
ター）

● ● ● ● 47

68 海外販路開拓等支援 神戸市 ● ● ● ● 47

69 海外販路開拓支援 奈良県 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 48

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

③ 海外のマッチングイベントに参加したい（海外展示会・商談会）

インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用



8

人材
育成

貿易環
境改善

70 海外CEO商談会 （独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● 49

71
バイヤー招聘によるマッチン
グ

福井県 ● ● ● ● ● ● 49

72
アジア市場開拓チャレンジ事
業

京都商工会議所 ● ● ● 49

73 商談会開催・マッチング事業
・大阪市
・（一財）大阪国際経済振興セ
ンター（IBPC大阪）

● ● ● ● ● 50

74
メイド・イン・ジャパン海外
販路開拓市

大阪商工会議所 ● ● ● ● ● 50

人材
育成

貿易環
境改善

75 セミナー、商談会等 近畿農政局 ● ● ● ● ● 51

76 ビジネスフォーラム 大阪中小企業投資育成(株) ● ● ● ● ● ● ● ● ● 51

77 JICAコラボデスクセミナー
（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● ● ● ● 51

78
海外展開セミナー（講師派
遣）

（独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● ● 52

79
中小企業海外展開セミナー
（中小機構主催）

（独）中小企業基盤整備機構 ● ● ● ● ● ● 52

80
国際取引セミナー／国際法務
セミナー

（一社）日本商事仲裁協会大阪
事務所

● ● ● ● ● ● ● △ 52

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

④ 国内のマッチングイベントに参加したい（国内展示会・商談会）

⑤ 海外取引に関するセミナー・研修に参加したい（セミナー・研修）

インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用

インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用



9

人材
育成

貿易環
境改善

81
国別・分野別海外ビジネスセ
ミナー

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 53

82 貿易実務オンライン講座
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● 53

83

海外取引に必須の貿易、英
語、マーケティングに関する
セミナー（9－10月）、検定
試験及び研修

（一社）貿易アドバイザー協会
（AIBA）

● ● ● ● ● ● 53

84 貿易実務講座 （公財）滋賀県産業支援プラザ ● ● ● ● ● ● ● 54

85 アジアビジネスセミナー 京都商工会議所 ● ● ● ● 54

86 各種セミナー
・大阪市
・（一財）大阪国際経済振興セ
ンター（IBPC大阪）

● ● ● ● ● 54

87 各種セミナー （公財）大阪産業局 ● ● ● ● ● ● 55

88
投資セミナー、国際ビジネス
実務セミナー

大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● ● 55

89
海外ビジネスワンストップ
サービス事業

大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● 55

90 外国人留学生の採用支援 大阪商工会議所 ● ● ● ● ● ● ● 56

91
弁護士派遣ねっと（講師派
遣）

大阪弁護士会 ● ● ● ● ● ● 56

92 海外ビジネスセミナー 神戸市 ● ● ● ● ● ● 56

93
中小企業海外展開支援セミ
ナー

（公財）ひょうご産業活性化セ
ンター

● ● ● ● ● ● ● ● 57

94 海外展開ビジネススキル向上 奈良県 ● ● ● ● ● ● ● 57

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料インター

ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

95 投資金融
（株）国際協力銀行(JBIC)大阪
支店

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 58

96
海外現地法人の資金調達のた
めの親子ローン

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● 58

97 海外現地法人への直接融資

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● 59

98
海外現地法人の資金調達のた
めの信用保証（スタンドバイ
クレジット）

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● 59

99
企業活力強化貸付（海外展
開・事業再編資金）

日本政策金融公庫大阪支店
日本政策金融公庫各支店国民生
活事業・中小企業事業 相談セ
ンター
（最寄の支店にご相談くださ
い。）
店舗一覧はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/bra
nch/index.html

● ● ● ● ● 60

100 産業活性化支援資金 福井県 ● ● ● ● ● 60

101

大阪府制度融資 チャレンジ応
援資金（金融機関提案型） 海
外展開支援融資
（りそな銀行、大阪信用金
庫、大阪シティ信用金庫）

・大阪府 商工労働部中小企業
支援室金融課
・りそな銀行
・大阪信用金庫
・大阪シティ信用金庫 本支店
窓口

● ● ● ● ● 61

102 海外市場開拓支援貸付 兵庫県 ● ● ● ● ● 61

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

⑥ 海外展開に向け資金を調達したい（資金調達）
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
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人材
育成

貿易環
境改善

103
分野・テーマ別海外販路開拓
支援事業

近畿農政局 ● ● ● ● ● 62

104
食料産業・６次産業化交付金
のうち６次産業化施設整備事
業

近畿農政局 ● ● ● ● ● 62

105
国際的認証資格取得等支援事
業

近畿農政局 ● ● ● ● ● 63

106
食料産業・６次産業化交付金
のうち食品産業の輸出向けＨ
ＡＣＣＰ等対応施設整備事業

近畿農政局 ● ● ● ● ● 63

107
JAPANブランド育成支援等事
業費補助金

近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● ● 64

108
商業・サービス競争力強化連
携支援事業（新連携支援事
業）

近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● ● 64

109
戦略的基盤技術高度化支援事
業

近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● 65

110 中小企業等外国出願支援事業 近畿経済産業局 ● ● ● ● ● ● 65

111

コンテンツグローバル需要創
出促進・基盤整備事業費補助
金-(1)コンテンツ等の海外展
開を行う際のローカライズ及
びプロモーションを行う事業

（特非）映像産業振興機構
● ● ● ● ● ● ● 66

112

コンテンツグローバル需要創
出促進・基盤整備事業費補助
金-(2)海外向けコンテンツ制
作に資する資金調達・人材育
成を行う事業

（特非）映像産業振興機構
● ● ● ● ● ● ● ● 66

資金繰り
利用
無料

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援

⑦ 補助金・助成金等を受けたい（補助金・助成金等）
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン 欧米 その他 支援策の

情報
海外の
情報 セミナー 専門家ア

ドバイス
国内相談

窓口
海外相談

窓口 出展支援 ミッショ
ン派遣

バイヤー
招聘

海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

113
中小企業・SDGsビジネス支援
事業（基礎調査）

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● 67

114
中小企業・SDGsビジネス支援
事業（案件化調査）

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● 68

115
中小企業・SDGsビジネス支援
事業（普及・実証・ビジネス
化事業）

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター ● ● ● ● 69

116
中小企業等海外侵害対策支援
事業（模倣品対策支援事業）

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● 70

117
海外展示会・商談会への出展
支援

（公財）ふくい産業支援セン
ター

● ● ● ● ● ● 70

118
海外展開トップランナー企業
支援事業補助金

滋賀県 ● ● ● ● ● ● 71

119 京都ブランド海外展開助成金
・京都商工会議所
・ジェトロ京都

● ● ● ● ● ● 71

120 海外見本市等出展助成制度 堺国際ビジネス推進協議会 ● ● ● ● ● ● ● 72

121 情報発信事業助成制度 堺国際ビジネス推進協議会 ● ● ● ● ● ● 72

122 中小企業海外展開支援事業 尼崎市 ● ● ● ● ● 72

123 中小企業海外展開支援事業
（公財）ひょうご産業活性化セ
ンター

● ● ● ● ● 73

124 海外展示会への個別出展支援 （公財）わかやま産業振興財団 ● ● ● ● ● ● 73

125 海外展示会への集団出展支援 （公財）わかやま産業振興財団 ● ● ● ● ● ● 73

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号インター

ネット
活用

中国 アジア・
アセアン 欧米 その他 支援策の

情報
海外の
情報 セミナー 専門家ア

ドバイス
国内相談

窓口
海外相談

窓口 出展支援 ミッショ
ン派遣

バイヤー
招聘

海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

126
Challenge Local Cool Japan
in Paris

近畿経済産業局
● ● ● ● 74

127 海外ビジネスマッチング

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● ● ● 74

128
海外ビジネスサポートセン
ター

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● 75

129
グローバル・アクセラレー
ション・ハブ

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 75

130
ふくい上海ビジネスサポート
センター、ふくいバンコクビ
ジネスサポートセンター

福井県 ● ● ● ● ● ● ● ● △ 76

131 台湾サポートデスク 滋賀県 ● ● ● 76

132

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪
産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法
人大阪国際経済振興中心上海
代表処）

・大阪府
・大阪市
・（公財）大阪産業局
・（一財）大阪国際経済振興セ
ンター（IBPC大阪）

● ● ● ● ● ● ● 77

133 兵庫県海外事務所 兵庫県 ● ● ● ● ● ● ● ● 78

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

⑧ 海外でのサポートをお願いしたい（海外サポート）
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

134
諸外国向け輸出証明書相談窓
口

近畿農政局 ● ● ● ● ● 79

135 投資育成ビジネスネット 大阪中小企業投資育成(株) ● ● ● ● ● ● ● 79

136
現地事業展開に必要な人材育
成

（一財）海外産業人材育成協会 ● ● ● ● ● ● 80

137
PARTNER（国際協力キャリア
総合情報サイト）

（独）国際協力機構（JICA） ● ● ● ● ● ● 80

138 JICA海外協力隊（民間連携）
（独）国際協力機構（JICA）
関西センター

● ● ● ● ● 81

139 貿易にかかる外国為替業務

商工中金の各営業店でご相談を
お受けします。
店舗一覧はこちら
https://www.shokochukin.co
.jp/atm/list/

● ● ● ● ● 81

140

トレード・タイアップ・プロ
モーション・プログラム
（TTPP） データベース提供
事業

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● 82

141
日本産農林水産物・食品輸出
マッチングサイト（JAFEX）

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● 82

142 新輸出大国コンソーシアム
（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 83

143
国際化促進インターンシップ
事業

（独）日本貿易振興機構（ジェ
トロ）

● ● ● ● ● 83

144 貿易保険 （株）日本貿易保険 ● ● ● ● ● ● ● △ 84

145
中国向け越境ECにおける販売
支援

福井県 ● ● △ 84

146 海外企業の信用調査サービス 福井県 ● ● ● ● ● ● 84

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実 マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

⑨ その他
インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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人材
育成

貿易環
境改善

147
八尾ものづくりネット（英語
版）

八尾市 ● ● ● ● ● ● ● 85

148 海外企業の信用調査サービス 神戸市 ● ● ● ● ● 85

149 外国人雇用の支援 神戸市 ● ● ● ● ● ● ● ● △ 85

150 海外産業交流広場 尼崎市 ● ● ● ● ● ● ● 86

151
海外展開英文ツール作成支援
事業

神戸商工会議所 ● ● ● ● ● ● 86

152 県内企業の表彰制度 奈良県 ● ● ● ● ● 86

マーケティング支援 資金繰り
利用
無料

ページ
番号

施
策
番
号

支援制度 実施機関等

支援対象地域 情報の提供・相談 相談・支援体制の充実

インター
ネット
活用

中国 アジア・
アセアン

欧米 その他 支援策の
情報

海外の
情報

セミナー 専門家ア
ドバイス

国内相談
窓口

海外相談
窓口 出展支援 ミッショ

ン派遣
バイヤー

招聘
海外への
情報発信

商品
開発等

人材育
成・確保

融資・
保険等

補助金・
助成金等

知財保
護・活用
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Ⅱ海外事務所等一覧　

自治体等海外事務所一覧
オセアニア・中
東・アフリカ・そ
の他

中国 香港 台湾 韓国 タイ ベトナム インドネシア シンガポール インド その他 アメリカ その他 ブラジル その他 イギリス フランス その他

ふくいバンコクビジネスサポートセ
ンター

バンコク

ふくい上海ビジネスサポートセン
ター

上海

ミシガン州教育局
ミシガン州
ランシング市

滋賀県誘客経済促進センター
湖南省
長沙市

台湾サポートデスク 台南

大阪府

大阪市

（公財）大阪産業局 大阪ビジネスサポートデスク バンコク
ホーチミ
ン

ハノイ
チェンナイ ヤンゴン

兵庫県 兵庫県海外事務所 香港 ワシントン州 クリチーバ パリ
西オーストラリア

州

神戸シアトルビジネスオフィス シアトル

神戸・天津経済貿易連絡事務所 天津

神戸・上海経済港湾連絡事務所 上海

(公財）ひょうご産業活性化センター
ひょうご海外ビジネスセンター

ひょうご国際ビジネスサポートデス
ク

大連
上海
広州

バンコク
ホーチミ
ン

ハノイ
ジャカルタ シンガポール デリー セブ

大
阪
府

大阪政府上海事務所 上海

兵
庫
県

神戸市

北米 中南米 欧州

福
井
県

福井県

東アジア 東南アジア・南アジア

滋
賀
県

滋賀県

府
県

機関名 事務所名
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オセアニア・中
東・アフリカ・そ
の他

中国 香港 台湾 韓国 タイ ベトナム インドネシア シンガポール インド その他 アメリカ その他 ブラジル その他 イギリス フランス その他

AOTSジャカルタ事務所 ジャカルタ

AOTSバンコク事務所 バンコク

AOTSニューデリー事務所 ニューデリー

AOTSヤンゴン事務所 ヤンゴン

（公社）関西経済連合会 関西ビジネスデスク ハノイ

東南アジア・南アジア 北米 中南米 欧州

そ
の
他

(一財）海外産業人材育成協会
（AOTS）

府
県

機関名 事務所名
東アジア
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ア
ジ
ア

ア
ジ
ア

オ
セ
ア
ニ
ア

オ
セ
ア
ニ
ア

北
米

北
米

中
南
米

中
南
米

欧
州

欧
州

Ｃ
Ｉ
Ｓ

ロ
シ
ア
・

Ｃ
Ｉ
Ｓ

ロ
シ
ア
・

中
東

中
東

ア
フ
リ
カ

ア
フ
リ
カ

ウズベキスタン（タシケント）、ロシア（サンクトペテルブルク、モスクワ） ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、ジョージア

アラブ首長国連邦（ドバイ）、イスラエル（テルアビブ）、イラン（テヘラン）、サウジア
ラビア（リヤド）、トルコ（イスタンブール）

イエメン、イラク、イラン、エジプト、シリア、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、ヨル
ダン

エジプト（カイロ）、エチオピア（アディスアベバ）、ケニア（ナイロビ）、コートジボ
ワール（アビジャン）、ナイジェリア（ラゴス）、南アフリカ共和国（ヨハネスブルク）、
モザンビーク（マプト）、モロッコ（ラバト）

アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワー
ル、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニ
ア、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マダガス
カル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、ルワンダ

米国（アトランタ、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、ヒューストン、ロサンゼル
ス）、カナダ（トロント、バンクーバー）

アメリカ

アルゼンチン（ブエノスアイレス）、コロンビア（ボゴタ）、チリ（サンティアゴ）、ブラ
ジル（サンパウロ）、ベネズエラ（カラカス）、ペルー（リマ）、メキシコ（メキシコ）

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタ
リカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイ
チ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュ
ラス、メキシコ

イタリア（ミラノ）、英国（ロンドン）、オーストリア（ウィーン）、オランダ（アムステ
ルダム）、スイス（ジュネーブ）、スペイン（マドリード）、チェコ（プラハ）、ドイツ
（デュッセルドルフ、ベルリン）、ハンガリー（ブダペスト）、フランス（パリ）、ベル
ギー（ブリュッセル）、ポーランド（ワルシャワ）、ルーマニア（ブカレスト）

トルコ、バルカン（セルビア）、フランス

日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外事務所一覧（74ヶ所）

国際協力機構（JICA）
在外事務所一覧（95ヶ国）

インド（アーメダバード、チェンナイ、ニューデリー、ベンガルール、ムンバイ）、インド
ネシア（ジャカルタ）、韓国（ソウル）、シンガポール（シンガポール）、スリランカ（コ
ロンボ）、タイ（バンコク）、カンボジア（プノンペン）、中国（広州、上海、成都、大
連、青島、北京、香港、武漢）、パキスタン（カラチ）、バングラデシュ（ダッカ）、フィ
リピン（マニラ）、ベトナム（ハノイ、ホーチミン）、マレーシア（クアラルンプール）、
ミャンマー(ヤンゴン）、ラオス（ビエンチャン)

アフガニスタン、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパー
ル、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マ
レーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

オーストラリア（シドニー）、ニュージーランド（オークランド）
サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャ
ル、ミクロネシア
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金融機関海外事務所・業務提携一覧
「●」…海外事務所
「○」…業務提携等

オセアニア・中東・
アフリカ・その他

金融機関名 中国 香港 韓国 タイ ベトナム インドネシア シンガポール インド その他 アメリカ ブラジル その他 イギリス フランス

(株)日本政策金融公
庫

●上海駐在員事
務所
○平安銀行（業
務提携）
○山口銀行（業
務提携）
○名古屋銀行
（業務提携）
○横浜銀行（業
務提携）

○ＫＢ國民銀行
（業務提携）

●バンコク駐在員
事務所
○バンコック銀行
（業務提携）

○ベト・イン・バン
ク（業務提携）
○HDバンク
（業務提携）

○バンクネガライ
ンドネシア（業務
提携）

○ユナイテッド・
オーバーシーズ銀
行（業務提携）

〇インドステイト
銀行（業務提
携）

○メトロポリタン銀
行（フィリピン、業
務提携）
○ＣＩＭＢ銀行
（マレーシア、業
務提携）
○合作金庫銀行
（台湾、業務提
携）

○バノルテ銀行
（メキシコ）

（株）国際協力銀行
（業務提携）

●北京駐在員事
務所

●バンコク駐在員
事務所
○カシコン銀行
（業務協力）

●ハノイ駐在員
事務所
○ベトナム投資
開発銀行
（BIDV）（業
務協力）
○ベトコム銀行
（業務協力）

●ジャカルタ駐在
員事務所
○バンクネガライ
ンドネシア（業務
協力）

●シンガポール駐
在員事務所

●ニューデリー駐
在員事務所
○インドステイト
銀行（業務協
力）

●マニラ駐在員
事務所
○BDO
Unibank, Inc.
（フィリピン、業務
協力）
○
Metropolitan
Bank and
Trust
Company（フィ
リピン、業務協
力）

●ニューヨーク駐
在員事務所
●ワシントン駐在
事務所

●リオデジャネイロ
駐在員事務所

●ブエノスアイレス
駐在員事務所
●メキシコシティー
駐在員事務所
○Banco
Nacional de M
éxico, S.A.（メ
キシコ、業務協
力）
○アグアスカリエン
テス州、ハリスコ
州、グアナファト
州、ヌエボ・レオン
州（メキシコ、業
務協力）

●ロンドン駐在員
事務所

●パリ駐在員事
務所

●ドバイ駐在員
事務所
●モスクワ駐在員
事務所
●イスタンブール
駐在員事務所

(株)商工組合中央金
庫

●上海駐在員事
務所
○スタンダード・
チャータード銀行
（業務提携）
○交通銀行（業
務提携）

●香港駐在員事
務所
○スタンダード・
チャータード銀行
（業務提携）

●バンコク駐在員
事務所
○バンコック銀行
（業務提携）

○バンコック銀行
（業務提携）

○バンクネガライ
ンドネシア銀行
（業務提携）

＜フィリピン＞
○リザール商業
銀行（業務提
携）

●ニューヨーク支
店

（株）日本貿易保険
(再保険協定・協力協
定）

○香港輸出信用
保険会社（再保
険協定）

○タイ輸出入銀
行（再保険協
定）

○インドネシア輸
出保険公社（再
保険協定）

●シンガポール支
店
○シンガポール輸
出信用保険会社
（再保険協定）

○台湾輸出入銀
行（再保険協
定）
○マレーシア輸出
入銀行（再保険
協定）

●ニューヨーク事
務所

●パリ事務所
ロシア輸出信用・
投資保険機関
（再保険協定）

東アジア 東南アジア・南アジア 北米 中南米 欧州
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近畿地域を管轄している領事館等一覧
公館名 住所 電話

在大阪インド総領事館 大阪市中央区久太郎町1丁目9-26 船場I.S.ビル10階 06-6261-7299

在大阪インドネシア共和国総領事館 大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテスビル22階 06-6449-9898

在大阪タイ王国総領事館 大阪市中央区久太郎町1丁目9-16 バンコク銀行ビル4階 06-6262-9226/7

在大阪大韓民国総領事館 大阪市中央区久太郎町2-5-13 五味ビル 06-4256-2345

在神戸大韓民国総領事館 神戸市中央区中山手通2-21-5 078-221-4853～5

在大阪中華人民共和国総領事館 大阪市西区靱本町3丁目9-2 06-6445-9481

在大阪フィリピン共和国総領事館 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21　MIDタワー24階 06-6910-7881

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 堺市堺区市之町東4-2-15 072-221-6666

在大阪モンゴル国総領事館 大阪市中央区博労町1-4-10 博労町エステートビル3階　301、302号室 06-4963-2572

在大阪オーストラリア総領事館 大阪市中央区城見2丁目1-61 Twin21 MIDタワー16階 06-6941-9271

在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 大阪市北区西天満2丁目11-5 06-6315-5900

在名古屋カナダ領事館 名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル6F 052-972-0450

在神戸パナマ共和国総領事館 兵庫県神戸市中央区京町71 山本ビル7階 078-392-3361/2

在大阪イタリア総領事館 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階 06-4706-5820

在大阪英国総領事館 大阪市中央区博労町3丁目5-1　御堂筋グランタワー19階 06-6120-5600

在大阪オランダ王国総領事館 大阪市中央区北浜1丁目1-14　北浜1丁目平和ビル8階B室 06-6484-6000

在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 大阪市北区大淀中1丁目1-88 梅田スカイビル東楝35階 06-6440-5070

在京都フランス総領事館 京都府京都市左京区吉田泉殿町8 075-761-2988

在大阪ロシア連邦総領事館 豊中市西緑ヶ丘1丁目2-2 06-6848-3451/2
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Ⅲ施策内容

①　海外の経済や貿易に関する情報を入手したい（情報収集）

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

投資育成ビジネスブログによる海外展開関連の情報発信
http://www.toushiikusei.net/

社長自らの思いや、自社の商品・製品・技術やサービスなどの最新情報を投
稿することができます。ビジネスブログを活用することで、検索エンジンへ
の表示回数や自社Ｗｅｂページへのアクセス数の増加などが期待できます。
無料

06-6459-1700

近畿経済産業局 国際事業課

1 イベント情報
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/event/event_top.html

近畿管内で開催されるセミナー・講演会や、募集を開始した国際展示会・商
談会・ミッション派遣などの最新情報を掲載しています。

無料

06-6966-6032

2 海外展開infoメールマガジン
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/moushikomi.html

国際ビジネスに関心をもっている方、または企業の海外進出を支援している
方を中心に、原則として第1・3金曜日にお送りしています。

無料

近畿経済産業局 国際事業課
06-6966-6032

大阪中小企業投資育成(株) 事業ソリューション部

3
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支援内容

料金等
お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

https://www.jica.go.jp/kansai/index.html

無料

https://www.jica.go.jp/regions/
https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/reference/subjects/index.html

開発途上国について、各国のビジネス環境情報や途上国で求められている技
術・製品に関する課題（ニーズ）などをご紹介します。

開発途上国情報全般

4 投資育成・ｅ－マガジン

大阪中小企業投資育成(株) 事業ソリューション部
06-6459-1700

5

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

メルマガによる海外展開関連の情報配信をしています。《毎月３日・１８日
配信》

6

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

途上国行政官等とのネットワーク構築

JICA関西が実施する研修コースに参加している途上国行政官による自国事
情紹介セミナーを実施しています（投資、知的財産関連諸制度、環境、エネ
ルギー分野等）。随時、JICA関西HPやメルマガにて案内します。
無料

無料
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支援内容

料金等
お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

9 J-GoodTech（ジェグテック）
https://jgoodtech.jp/pub/ja/

日本の中小企業がもつ技術・製品・サービスと国内外の信頼できる企業をつ
なぐビジネス・マッチングサイトです。

無料

8 海外ビジネスナビ
https://biznavi.smrj.go.jp/

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター

開発途上国でのビジネスに関するセミナー情報や、支援制度の募集案内等を
配信しています。

無料

7

03-5470-1522

078-261-0397

（独）中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課

無料

海外展開を検討・実施している中小企業の皆様に、海外への事業展開に関す
る実務情報・取組み事例をタイムリーに掲載します。

JICA関西企業向けメールマガジン
https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/priv_partner/index.html

（独）中小企業基盤整備機構
近畿本部連携支援課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
06-6264-8622
北陸本部連携支援課(福井県)
076-223-6100
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
最寄のジェトロ事務所まで

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 大阪本部 ビジネス情報提供課
06-4705-8604

12 海外ミニ調査サービス
http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/

貿易関連の資料を取り揃えており、ご自由に閲覧できます。資料閲覧コー
ナーに設置しているパソコンから、世界各国の企業情報や貿易統計を掲載し
たデータベースをご利用いただけます。

無料（資料コピー、印刷は有料）

世界各国の概況、政治・経済動向および貿易・投資に関する制度の最新情報
を提供しています。また、調査レポートや経済指標、貿易・投資統計も国別
に収録し、海外ビジネスに必要な情報を簡単かつスピーディーに入手するこ
とが可能です。

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査計画課

03-3582-5195

開館時間：12時～16時
休館日：土曜、日曜、祝日、年末年始

現地企業のリストアップや現地小売価格調査等、海外ビジネスの参考になる
簡易な調査をJETRO海外事務所にて実施します。

有料
※メンバーズ無料利用枠あり。無料枠超過分は割引あり。

海外ビジネス情報
http://www.jetro.go.jp/world/

11 ジェトロ大阪資料閲覧コーナー
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/lib/

10

http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先
075-341-9771

15 国際ビジネス促進協議会メールマガジン
http://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/m_magazine.html

京都商工会議所や関係機関が実施する「国際ビジネス関係」の各種講演会、
セミナー等の開催案内を配信します。

無料

世界主要国・地域の政治・経済に関する制度、統計、市場動向などを発信し
ています。
無料
※メンバーズは記事詳細検索が可能
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外調査部 調査企画課
03-3582-4691

14 ビジネス短信
https://www.jetro.go.jp/biznews/

13 見本市情報（J-messe）
http://www.jetro.go.jp/j-messe/

世界の最新見本市・展示会情報のデータベースを、インターネットで提供し
ています。
業種・開催地・会期等により検索可能な他、展示会場のデータや見本市動向
も閲覧可能です。

無料

京都商工会議所 産業振興部

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 市場開拓・展示事業課

03-3582-5650
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先
06-6947-4324

16 IBPC大阪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ等による情報提供

（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪） 国際部

17 中国(上海)ビジネスサポート

無料
（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム 国際ビジネスサ
ポートセンター

18 (公財)大阪産業局メールマガジン等による情報提供
https://www.obda.or.jp/

(公財)大阪産業局ホームページやメールマガジン等を通じてイベント情報や
貿易取引の情報提供をしています。

無料

（公財）大阪産業局 統括室 総務一部 総務グループ

06-4708-7041

https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/overseas_shanghai.html

中国華東地域を中心とした中国におけるビジネスをサポートします。（現地
企業の紹介、市場調査、各種相談）

https://www.ibpcosaka.or.jp

IBPC大阪ホームページ・メールマガジン等を通じて、イベント情報や貿易
引合情報等の経済･ビジネス情報を提供しています。

無料

06-6615-5522
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等
お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

ＡＳＥＡＮ10カ国、中国、インドなどを中心にアジア投資情報などの資料
を提供します。

無料

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222

20 アセアン事業展開　関心企業プラットフォーム
http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/asean/ptfm/

本所のネットワークを活用し、アセアン諸国への新規進出、あるいはアセア
ン域内の複数国展開（二次進出）にご関心の方に、最新 経済状況や投資制
度に関する情報提供、企業間ネットワーク 支援、投資視察団等についてご
案内いたします。

無料
大阪商工会議所 国際部
06-6944-6411

21 「お役立ち情報」コーナー
https://www.kobe-obc.lg.jp/

大阪商工会議所 経営情報センター
06-6944-6321

19 大商メールステーション
http://www.osaka.cci.or.jp/mailstation/

大阪商工会議所が開催するイベント等のご案内を随時お送りします。（海外
情報にご関心の方は、関心項目に「海外情報・貿易」をご登録ください。）

無料
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支援内容

料金等
お問い合わせ先

22 国際ビジネスメールマガジン
http://www.kobe-cci.or.jp/

関西で開催される国際ビジネス関係のセミナー・商談会・見本市等の情報を
メール配信します。
無料
神戸商工会議所 産業部
078-303-5806
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②　海外展開に関するアドバイスを受けたい（相談・アドバイス）

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

23
「海外展開支援デスク」にて海外展開に関する相談への
対応
http://www.sbic-wj.co.jp/global/index.html

「海外展開支援デスク」は、投資先企業に対する海外展開支援業務を強化す
るために２０１１年１１月に開設。
当デスクでは、JETROや中小企業基盤整備機構と連携し、海外展開に関す
る相談に対応するとともに、情報の提供や両機関を含めた支援機関又は人材
の紹介を行っています。

無料

大阪中小企業投資育成(株) 事業ソリューション部

06-6459-1700

24 知財総合支援窓口

https://chizai-portal.inpit.go.jp/

中小企業等の知的財産に関する様々な悩みや課題（外国出願や模倣品・侵害
訴訟対策等に関すること等も含む）に対し、ワンストップで相談に応じる窓
口（知財総合支援窓口）を府県ごとに設置して支援しています。

無料

(独)工業所有権情報・研修館
知財総合支援窓口 全国共通ナビダイヤル(最寄りの窓口につながります。)

0570-082-100
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

25 関西知財戦略支援専門窓口

https://www.inpit.go.jp/kinki/senmon_madoguchi/index.html

知財戦略エキスパートをはじめとするスタッフが、中小企業に対し、知的財
産を活用した海外展開や営業秘密管理、知的財産戦略の策定・推進など高度
な企業支援を展開します。
他機関主催セミナー、社内セミナーへの知財戦略エキスパートの派遣も可能
です。

無料

(独)工業所有権情報・研修館 近畿統括本部 事業推進部
06-6486-9122

無料

開発途上国でのビジネスを検討している企業に対し、現地情報の提供や関連
するJICA事業の紹介を行うほか、進出に向けたご相談に対応いたします。

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）

26 JICAコラボデスク

06-6136-3477

https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/priv_partner/index.html

https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/priv_partner/index.html
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

無料

（独）中小企業基盤整備機構
近畿本部企業支援課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
06-6264-8624
北陸本部支援推進課(福井県)
076-223-5546

27 海外展開サポートデスク

https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

国内外全店舗に「中小企業海外展開サポートデスク」を設置し、海外投資・
貿易取引にかかるあらゆるご相談を受け付けております。業務提携を行って
いる海外の政府機関や金融機関を通じたネットワークにより、情報提供や金
融支援等を行い、中小企業の海外展開を積極的にサポートしています。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

無料

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/kinki/sme/overseas_consulting/index.html
28 海外展開ハンズオン支援（個別相談）

海外の販路開拓支援など、海外ビジネスに悩みを持つ中小企業者に対し、豊
富な実務知識・経験・ノウハウを持つ海外ビジネスの専門家がアドバイスを
する公的サービスです。

融資にあたっては商工中金所定の審査あり。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

中小機構では、中小企業・小規模事業者の皆様がECを通じて、国内又は海
外の販路が拡大できるよう、ECに関するアドバイスを実施しています。
ECに詳しい専門家が、中小企業者の方々のECに関する悩みやご相談に直接
お答えします。メールでのご相談も受け付けています。
無料

（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部企業支援課

29 EC活用支援アドバイス
https://ec.smrj.go.jp/advice/

会員制（年会費要）。なお、貿易実務相談は非会員でも初回のみ無料。

（一社）日本商事仲裁協会大阪事務所 調停・仲裁・業務課

31 海外展開支援
https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/kaigai_s.html

06-6264-8624

仲裁・調停等のADR（裁判外紛争解決）の手続き管理をはじめ、国際商取
引の紛争予防と解決に係る、貿易アドバイザーによる貿易実務相談（毎月２
回）と、渉外弁護士による法律相談（毎月４回）を実施しています。

30 国際商取引の紛争予防と解決に係る貿易実務・法律相談
https://www.jcaa.or.jp/member/

06-6944-6164

利用にあたっては入会（入会金は不要）の上、事前予約要。

国際化に対応する皆さまを支援し、特にASEANおよび中国においては、バ
ンコク駐在員事務所、上海駐在員事務所を拠点に、当該地域で事業展開する
中小企業・小規模事業者および農林水産業・食品産業者のみなさまへの支援
を行っています。全国の支店で、海外展開を考えていらっしゃるお客さまの
ご相談に対応しています。

無料

日本政策金融公庫各支店中小企業事業（最寄の支店にご相談ください。）
店舗一覧はこちら　https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

ジェトロが海外に配置する農林水産・食品分野の専門家（海外コーディネー
ター）が、お客様の海外ビジネス展開に関するお問い合わせについて、現地
の感覚・目線でお答えします。＜国内＞

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
最寄のジェトロ事務所まで

33 貿易投資相談
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/advice/

32
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
http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/

中小企業経営者等が海外出張する際に、ジェトロの海外事務所にて現地の一
般経済情報や商習慣・法人設立手続き等の基礎情報について情報提供を受け
られます。＜海外＞

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）

最寄のジェトロ事務所まで

経験豊かなアドバイザーが電話、Eメール、個別面談により海外ビジネスに
関するさまざまな相談に応じます。＜国内＞

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）

34 海外ブリーフィングサービス
http://www.jetro.go.jp/services/briefing/

最寄のジェトロ事務所まで

事前申込みが必要
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等
お問い合わせ先

35 ふくいグローバルビジネスプラザ
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/fukui/globalbusinessplaza.html

海外展開全般と貿易実務に関するアドバイスの提供をしています。

無料

（公財）滋賀県産業支援プラザ （滋賀県よろず支援拠点）

077-511-1425

37 海外展開支援・相談窓口

海外ビジネスや貿易実務経験、ノウハウを持つ専門員が、 関係機関（上海
とバンコクに設置している県の支援拠点、ジェトロなど）と連携して、各種
相談（販路開拓、現地進出、投資環境情報など）に対応します。

無料

ふくいグローバルビジネスプラザ

0776-89-1140

36 海外展開相談
http://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/

海外展開における初期段階の相談から、実行段階での具体的な支援施策の活
用時まで支援する相談窓口です。

無料
（公財）京都高度技術研究所 企業成長支援部
075-366-5333
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

企業が直面した様々な課題に対し、実務に精通した各分野の専門家がアドバ
イスを行います。

京都商工会議所 産業振興部
075-341-9771

39 アジアビジネス相談デスク

http://www.kyo.or.jp/kyoto/management/asiabusiness.html

38 中小企業国際ビジネス相談室
http://www.kyo.or.jp/kyoto/management/foreign.html

要予約・無料(初回)

タイにおける政治経済の見通しや取引先開拓の方法、展示会・地元企業の実
情や現地生活のアドバイスなど、会員企業の相談に対し、現地駐在のアドバ
イザーが個別に対応します。

要協議会年会費（10,000円）

堺国際ビジネス推進協議会 堺市イノベーション投資促進室

072-228-7629

アジア各国でのビジネス展開などを支援するため、各国・各分野の専門家が
アドバイスを行います。

要予約・無料(初回)

京都商工会議所 産業振興部

075-341-9771

40
KOKUBI THAILAND CLUB
（コクビ タイ クラブ）
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kaigai/intlbusconf/index.html

会員対象
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

42
海外ビジネス相談事業
（中国･ベトナム･インドビジネス相談室）
https://www.ibpcosaka.or.jp

41 産業振興連携相談窓口
http://www.city.yao.osaka.jp/0000024512.html

事業承継についての相談をはじめ、海外への進出やビジネスマッチングの相
談、情報提供を実施しています。

無料

八尾市
八尾商工会議所
大阪シティ信用金庫 企業支援部
06-6201-2946

場所：大阪シティ信用金庫　八尾営業部（八尾市本町2-8-1）
9時～15時（信用金庫定休日は除く）

中国・ベトナム・インド地域について、各専門ビジネスアドバイザーとの個
別面談を行い、中小企業が直面する様々な海外ビジネスの問題の迅速な解決
を支援しています。

1回目のみ無料

（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪） 国際部
06-6615-5522
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支援内容

料金等

支援内容

料金等

お問い合わせ先

世界4地域に、現地の民間企業に委託した海外拠点を設置しており、大阪府
内企業の海外ビジネス支援を行っております。
支援内容は①貿易（輸出入に係る政府規則の確認等）・投資に関する国際ビ
ジネス相談②現地代理店候補・取引先候補をリストアップする取引引合情報
提供③現地企業等とのアポイント調整、現地での経済情報の説明等の現地出
張支援。また、現地出張時の随行、通訳、車の手配も承っております
（※）。

06-6947-4088

44 国際ビジネスサポートセンター

https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/bmc.html

43
大阪ビジネスサポートデスクからの現地情報（インド、
タイ、ベトナム、ミャンマー）
https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/overseas.html#osaka

販路開拓、仕入先開拓、海外進出等をコーディネーターがサポートします。
極めて専門的な分野や特定の国・地域に関する内容については、コーディ
ネーターが必要に応じて専門アドバイザーを活用して対応します。

（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム 国際ビジネスサ
ポートセンター

06-4708-7041

お問い合わせ先

20,000円～30,000円
他に、振込み手数料は自己負担。（内容によって上記以上の費用がかかる場
合あり）※実費は自己負担

（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム

無料
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

46

TPP11/日EU・EPAに関する専門相談窓口、原産地証明
書作成代行（Daisho(代書)）サービス
https://www.osaka.cci.or.jp/boeki/soudan/
https://www.osaka.cci.or.jp/boeki/daisho/

45
中国ビジネス支援

（URLについては、中国ビジネス支援のみ）
http://www.osaka.cci.or.jp/china/

海外企業との契約書のチェックや作成、海外の法制度やリスクの相談、トラ
ブル対応など、中小企業の海外展開に関する法律全般の相談をお受けしま
す。

06-6364-7661

TPP11や日EU・EPAの原産地規則や必要な書類などについて、個別相談に
対応いたします。

無料（代書サービスは有料）

大阪弁護士会 中小企業支援センター

大阪商工会議所 国際部
06-6944-6407

47 海外お助けねっと
http://soudan.osakaben.or.jp/tyuusyou.html

会員を中心とした大阪企業の中国でのビジネスをサポートするため、個別相
談に応じるほか専門機関の紹介等を行っています。また、中国関連セミナー
に加え、シルバーや化粧品また日用品といった中国でのニーズの高い分野を
中心に商談会・交流会を開催しています。

原則無料（会員優先）

大阪商工会議所 国際部
06-6944-6400

相談料は、30分以内5000円（消費税別）、以後15分毎に2500円（消費税
別）。さらに具体的に業務を依頼する場合は、依頼内容により異なります。

http://www.osaka.cci.or.jp/china/
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

大阪市、大阪府、経済団体、JICA関西で構成する官民連携プラットフォー
ムで、海外の水・環境問題に対し、民間企業と連携したソリューション提
案、プロジェクト形成に向けた相手国の政府機関への要請などを行います。

無料

（一財）都市技術センター（大阪 水・環境ソリューション機構事務局） 事
業部 下水道課

48 大阪 水・環境ソリューション機構（OWESA）
http://www.owesa.jp/

（公社）関西経済連合会 国際部
06-6441-0104

50 モノづくりワンストップ支援事業
http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/search/coordinator.html

06-4963-2092

49 関西ビジネスデスク（ベトナム）
http://www.kankeiren.or.jp/topics/130917annai3.pdf
　【ベトナム政府への問合せ・要望窓口】
問合せや要望内容に応じ、政府の的確な部署や機関を紹介するなど橋渡しい
たします。
また、ベトナム進出に際して必要な情報や、政策、法制度の改定等に関する
情報提供を行います。
無料

中小企業の受発注先探しや、国内・海外への販路開拓相談を受けることがで
きます。また、海外展開（拠点進出）に関する相談にも対応し、現地情報の
提供や各種手続き等に関するサポートも実施していきます。

無料

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構
06-4309-2306

対象：東大阪市内企業。（ただし、市内企業への発注先探しについてはどこ
からでも受け付け）
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

法律・会計・税務の専門家が、地元企業が抱える主に中国・香港・ベトナム
及びミャンマービジネスに関連する相談に個別に対応します。

3回まで無料

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222

52 登録アドバイザーの派遣

https://www.kobe-obc.lg.jp/service/advisor/

51 海外ビジネス法律・会計・税務相談

https://www.kobe-obc.lg.jp/service/lawconsult/

貿易や海外取引の手続き、トラブルが発生したときの対応等について、専門
相談員よりアドバイスします。

無料

神戸商工会議所 産業部
078-303-5806

海外展開前から展開後までの相談をうけ、相談内容（国、分野）に応じて、
適切なアドバイザーを派遣します。

10回まで無料

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222

53 国際ビジネス相談窓口

http://www.kobe-cci.or.jp/

http://www.kobe-cci.or.jp/
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

54 ひょうご海外ビジネスセンター
http://www.hyogo-kaigai.jp/

無料

奈良県 産業振興総合センター 経営支援課

0742-33-0817

56 専門家派遣
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/management/management062.html

県内企業の海外における販路拡大や拠点設立に関する相談等に対応します。
アジア１０都市に設置する「ひょうご国際ビジネスサポートデスク」や、
「兵庫県香港経済交流事務所」など兵庫県海外事務所等を活用し、海外事業
展開を支援します。ＦＳ助成金やセミナー、ミッション派遣等も実施してい
ます。

（公財）ひょうご産業活性化センター ひょうご海外ビジネスセンター
078-271-8402

55 海外展開に関するアドバイス
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1751

無料

海外との貿易や海外展開に関する高度専門的な課題に対してアドバイスを行
います。

無料（専門家によるアドバイスは一部負担あり）

（公財）奈良県地域産業振興センター 事業化推進課

0742-36-8312

海外販路開拓・海外市場情報・貿易相談・海外進出などの相談に応えます。
すでに貿易を行っている方やこれから貿易を始めようとされている方の疑問
にお応えするとともに問題解決に向けたアドバイスも行います。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

58 和歌山国際経済サポートデスク

https://yarukiouendan.or.jp/business/international_support/

和歌山県の支援のもと、日本貿易振興機構（ジェトロ）の有するデータベー
ス・サービスを活用し、県内企業の国際ビジネスに関わる様々なサービスを
提供しています。

無料

（公財）わかやま産業振興財団 和歌山国際経済サポートデスク

073-433-2837

中国企業との商談アレンジ、中国訪問時アテンド、通訳、提携等の相談、契
約アドバイス、官公署届出アドバイス、専門家紹介など、中国ビジネスコー
ディネーターが県内企業のニーズに応じ、現地での企業活動をサポートしま
す。また、対中ビジネスに直接かかわる企業ダイレクトリーの抜粋、ビジネ
ス展開上必要な諸情報の収集（簡易なものに限る）を行い、県内企業に情報
提供、アドバイスを行います。

無料

和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 企業振興課

073-441-2758

57
中国ビジネス活動サポート事業

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/homepage/china_business_suppor
t.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/homepage/china_business_support.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/homepage/china_business_support.html
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

59 海外ビジネス実現支援事業

https://yarukiouendan.or.jp/business/overseas_business/

海外ビジネスのノウハウを求める県内企業に対し、海外ビジネスに精通した
大手総合商社などのOBをビジネスアシスタントとして派遣します。海外で
の商談アレンジや通訳、商品開発へのアドバイスなど、海外ビジネス実現の
ための総合的なサポートを行います。

無料

（公財）わかやま産業振興財団 和歌山国際経済サポートデスク

073-433-2837
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③　海外のマッチングイベントに参加したい（海外展示会・商談会）

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

60 セミナー・商談会の開催
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

海外各国の投資環境、国内におけるインバウンド需要等、中小企業の関心の
高いテーマについて、日本国内・海外各地（米国・中国・ASEAN）でセミ
ナーを開催しています。また、海外バイヤーを招聘した商談会も開催してい
ます。

61 視察団派遣

日本企業の関心が高い国等へ投資環境調査や市場調査を行う視察団を派遣し
ます。
工業団地視察、進出日系企業・現地ジェトロ事務所・日系金融機関を訪問、
現地政府との意見交換等を通じ、企業の方々が進出を検討するにあたって必
須となる投資環境情報を得ることが可能となります。また、現地企業との商
談会や名刺交換会を開催し、販路拡大につなげます。

参加費自己負担

原則無料

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

（一社）全国中小貿易業連盟 事務局

06-6443-5810
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

63 海外展示会出展支援

最寄のジェトロ事務所まで

62 地域間交流支援（RIT）事業
http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/rit/

国内の業界団体・支援機関と、海外の業界団体・支援機関との間のビジネス
開拓を目的とした交流を支援し、最終的には国内企業の海外企業とのビジネ
スに繋げることを目指しています。支援策として、ジェトロ海外事務所ネッ
トワークを活用した海外調査、海外ミッション派遣、有力企業・有識者招
聘、国内研究開催などを実施しています。

お問い合わせください。

主に中小企業の国際化、販路開拓等を支援するため、世界的に影響力のある
展示会・見本市へ参加、あるいはジェトロが展示会を主催し、出展する企業
のスペース代、基本装飾代、輸送費等のコストが軽減されます。また、展示
会主催者とのやり取りや展示会場でのアテンダントによるサポート等の支援
も行います（補助・支援内容は展示会によって異なります）。

有料
※メンバーズ割引あり

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 担当部署は対象見本市により異なる

担当部署、最寄のジェトロ事務所

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当
06-6615-3749
（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）国際部
06-6615-5522

65 企業ミッション派遣・海外見本市出展支援
https://www.ibpcosaka.or.jp

64 物産展の開催、海外展示会の出展

075-315-8590

お問い合わせください。

開催時期に合せて、出展者を募集

大阪市が提携しているビジネスパートナー都市（BPC)において、それぞれ
の特性やニーズに応じ、企業ミッション団の派遣や、海外見本市の出展、海
外商談会を行っており、国際ビジネス経験豊富なサポーターが製品開発や販
路開拓のためのアドバイス、海外情報提供等を行っています。
※ＢＰＣ（香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、
ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミンシティ、ムンバイ、メルボルン、天
津、オークランド、ハンブルク）

アンテナショップの設置や物産展の開催を通じて、京都府内企業の商品のテ
スト販売によりマーケティングの実施、また海外の展示会に出展し販路開拓
等の支援を行っています。

有料

（公財）京都産業２１ 事業支援部
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支援内容

料金等
備考

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

67 食関連分野の堺製品の海外市場開拓支援
www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kaigai/juyokakudai/salesexco.html

府内中小企業の販路開拓支援として、経済成長が著しいアセアン地域では展
示会への出展や、現地個別商談会を開催します。また、中国においては、上
海で開催される展示会に出展します。

（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム

お問い合わせください。
対象：府内中小企業

お問い合わせ先
06-6947-4088

072-255-1223

海外主要都市での展示会出展や海外バイヤーによる堺での商談会開催等を通
じて、包丁や食品など食関連分野の堺製品の海外市場開拓を支援します。

堺食産品海外セールス実行委員会（（公財）堺市産業振興センター）

1万円/回

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター

神戸市内に本社・主たる事業所を置く企業の海外での販路開拓、業務提携、
部材購入等を支援します。

要実行委員会年会費（36,000円）

会員対象

68 海外販路開拓等支援
https://www.kobe-obc.lg.jp/service/alliance/

078-231-0222

66 海外展示会への出展支援、商談会の開催
https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/activities.html

https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/activities.html
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支援内容

料金等

お問い合わせ先
0742-33-0817

海外販路開拓支援

海外販路拡大を目指す県内中小企業に対し、本年度は、フランス（予定）に
おいて、
１．酒と食のPRイベントを行います。
２．現地バイヤーとの商談会も計画します。
３．上記に関連する出品予定企業のサポートを行います。

奈良県 産業振興総合センター 経営支援課

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1751

無料

69
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④　国内のマッチングイベントに参加したい（国内展示会・商談会）

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

70 海外CEO商談会
https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html

日本企業との連携を希望する海外企業経営者等を招聘し、海外展開を目指す
中小企業者との交流及びビジネスマッチングを行う事業を実施しています。

無料

（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部企業支援課
06-6264-8624

71 バイヤー招聘によるマッチング

食品、日本酒、生活用品、眼鏡などを対象に、海外のバイヤーを福井県に招
いて、県内企業とのマッチングを実施しています。バイヤーとの連携で現地
で開催するフェアや商談会を支援します。

無料

福井県 産業労働部 国際経済課
0776-20-0366

72 アジア市場開拓チャレンジ事業
http://www.kyo.or.jp/kyoto/

海外取引のある日系企業や日本に窓口のある海外商社、ネット販売企業等の
参加による逆商談会を開催し、中小企業のアジア地域への販路拡大を支援し
ます。
お問い合わせください。

京都商工会議所 産業振興部
075-341-9771
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

73 商談会開催・マッチング事業
https://www.ibpcosaka.or.jp

大阪市が提携しているビジネスパートナー都市（BPC)・地域からの企業
ミッションを受け入れ、各関係支援機関と連携して商談成約につながる効果
的なビジネスマッチングを行っています。
※ＢＰＣ（香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、
ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミンシティ、ムンバイ、メルボルン、天
津、オークランド、ハンブルク）

無料

大阪市経済戦略局立地交流推進部国際担当
06-6615-3749
（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）国際部
06-6615-5522

74 メイド・イン・ジャパン海外販路開拓市
http://www.osaka.cci.or.jp/trade.html

【グローバル市場開拓プロジェクト】成長著しい海外市場の需要を取り込む
ため、アジアをはじめとする世界各国より日本製品の買い付けに意欲のある
バイヤーを招聘し、在阪企業との商談会を設定します。

サービス毎に設定（詳しくはお問合せ下さい）

大阪商工会議所 国際部

06-6944-6400

不定期開催（年間約2回）
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⑤　海外取引に関するセミナー・研修に参加したい（セミナー・研修）

支援内容

料金等
お問い合わせ先

支援内容

料金等
お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

海外展開に役立つ情報提供を目的としたセミナーを開催しています。

大阪中小企業投資育成(株) 事業ソリューション部
06-6459-1700

77 JICAコラボデスクセミナー
https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/priv_partner/index.html

ベトナム、ミャンマー、インドネシア等のアジアのほか、近年注目を集めて
いるアフリカの各国について、ビジネス環境に関する国別セミナーや、水・
環境・農業など途上国のニーズに関するテーマ別セミナーを開催します。

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

75 セミナー、商談会等
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/seminar.html

関西の経済界・行政等が連携して農林水産物・加工食品の輸出拡大を進めて
おり、セミナーや商談会を実施しています。

お問い合わせください。
近畿農政局 輸出促進課
075-414-9101

76 ビジネスフォーラム
https://www.sbic-wj.co.jp/seminar/

無料

無料
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

80 国際取引セミナー／国際法務セミナー
https://www.jcaa.or.jp/seminar/

仲裁・調停等のADR（裁判外紛争解決）全般、および国際商取引や、関連
契約書の作成など国際法務に関するテーマについて、セミナーを随時開催し
ています。

不定期開催

会員は無料。非会員は原則有料（一部無料）。

（一社）日本商事仲裁協会大阪事務所 調停・仲裁・業務課

06-6944-6164

無料
（独）中小企業基盤整備機構
近畿本部企業支援課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
06-6264-8624
北陸本部支援推進課(福井県)
076-223-5546

無料
（独）中小企業基盤整備機構
近畿本部企業支援課(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
06-6264-8624
北陸本部支援推進課(福井県)
076-223-5546

78 海外展開セミナー（講師派遣）
https://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/index.html

中小企業支援機関・団体、金融機関と共催で、国際化に関心をもつ中小企業
者を対象に、海外の販路開拓支援等に必要な情報を提供します。
講師には、中小機構の登録アドバイザーを派遣します。
出張相談の同時開催にも対応します。

79 中小企業海外展開セミナー（中小機構主催）
https://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/index.html

中小機構が国際化に関心をもつ中小企業者を対象に、海外の販路開拓支援等
に必要な情報を提供します。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等
お問い合わせ先

83
海外取引に必須の貿易、英語、マーケティングに関する
セミナー（9－10月）、検定試験及び研修
https://trade-advisers.com/

１．平成6年（1994年）度から（独法）日本貿易振興機構（ジェトロ）が
実施してきた貿易アドバイザー試験を平成20年（2008年）度より当協会が
継承しました。海外取引における国内最高峰の試験を実施しています。試験
科目の3分野について、実務に即したセミナーを9－10月に大阪にて開催し
ます。
２．社内海外事業要員への研修
・貿易実務　・マーケティング　・現地事情　・異文化コミュニケーション

（一社）貿易アドバイザー協会（AIBA）
03-3291-2223 または080-8845-1466
(info@aiba-kansai.com)

有料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） お客様サポート課
03-3582-5163

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
最寄のジェトロ事務所まで

82 貿易実務オンライン講座
http://www.jetro.go.jp/elearning/
貿易実務の基礎から、輸出入に必要な知識、英文契約書作成のノウハウ等
を、アニメーションを活用して分かりやすく説明、習得できる学習講座を提
供しています。オンラインによる学習なので受講者自身のペースで学習可能
です。
有料
※メンバーズ割引あり

81 国別・分野別海外ビジネスセミナー
https://www.jetro.go.jp/events/seminar.html

基礎的な貿易取引の知識、輸出入の実務、海外の最新の経済動向、投資環境
などに関する様々なセミナーを随時開催しています。＜国内＞

一部有料
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

85 アジアビジネスセミナー
http://www.kyo.or.jp/kyoto/

（公財）滋賀県産業支援プラザ （滋賀県よろず支援拠点）
077-511-1425

84 貿易実務講座
http://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/

海外展開に役立つ情報や、実務習得を目的としたセミナーを開催していま
す。

無料

アジア各国のビジネスセミナーを開催し、最新情報を提供します。

京都商工会議所 産業振興部
075-341-9771

86 各種セミナー
https://www.ibpcosaka.or.jp

大阪市が提携しているビジネスパートナー都市（BPC)・地域の経済情勢や
現地ビジネス最新情報を紹介するセミナーを行っています。
※ＢＰＣ（香港、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、マニラ、
ジャカルタ、ソウル、上海、ホーチミンシティ、ムンバイ、メルボルン、天
津、オークランド、ハンブルク）

大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当
06-6615-3749
（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）　国際部
06-6615-5522

要申込・無料

無料
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

89 海外ビジネスワンストップサービス事業
http://www.osaka.cci.or.jp/trade.html

海外の最新経済動向や投資環境に関するセミナーを実施します。

（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム

88 投資セミナー、国際ビジネス実務セミナー
http://www.osaka.cci.or.jp/trade.html

87 各種セミナー
https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/activities.html

06-6947-4088

無料

海外進出しようとする、もしくは既に進出した中小企業にとって必要な知識
を体系的に学ぶ勉強会をテーマ、国別に実施します。

サービス毎に設定（詳しくはお問合せ下さい）

【グローバル市場開拓プロジェクト】各国投資情報をはじめ、語学・貿易・
税務・人事などの知識提供を行う他、テーマ別に勉強会を開催します。

06-6944-6400

大阪商工会議所 国際部
06-6944-6400

サービス毎に設定（詳しくはお問合せ下さい）

不定期開催

大阪商工会議所 国際部
お問い合わせ先

不定期開催
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支援内容

料金等

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

サービス毎に設定（詳しくはお問合せ下さい）

06-6944-6499

91 弁護士派遣ねっと（講師派遣）
http://soudan.osakaben.or.jp/tyuusyou.html

90 外国人留学生の採用支援
http://www.osaka.cci.or.jp/person.html

留学生の採用手続きや労務管理等に案するセミナー・交流会を開催します。
また、留学生の採用意欲があるものの、これまで採用経験がない企業には、
就業体験に取り組む「インターンシップ」の実施を呼びかけます。さらに、
留学生を対象とした「合同企業説明会」を開催します。

お問い合わせ先
大阪商工会議所 人材開発部 人材採用支援担当

無料

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222

海外展開支援に精通した弁護士を「海外お助けねっと」を通じて派遣しま
す。

講演1回（2時間以内を基準）あたり3万円（消費税別）、依頼団体、内容等
により協議させていただきます。講演会後に法律相談を実施する場合は、別
途ご相談ください。

大阪弁護士会 中小企業支援センター
06-6364-7661

経済成長が著しい新興国等に関するビジネスセミナーを開催し、最新の経済
情報を提供し、地元中小企業の海外ビジネス展開を支援します。

92 海外ビジネスセミナー
https://www.kobe-obc.lg.jp/service/seminar/

https://www.kobe-obc.lg.jp/service/seminar/
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

93 中小企業海外展開支援セミナー
http://www.hyogo-kaigai.jp/modules/none/#03

幅広く外国人労働者及び今後労働者となりうる技能実習生や留学生等を対象
とした製造・販売スキル向上のための人材育成事業と、海外展開を目指すう
えで必要な知識・戦略等の基盤を強化するための人材育成事業を展開しま
す。
 １．製造・販売スキル向上研修（対象：外国人労働者等）
 ２．海外展開基盤構築強化研修（対象：企業担当者）

無料

奈良県 産業振興総合センター 研究支援室

0742-33-0863

アジア10都市に設置のひょうご国際ビジネスサポートデスクはじめ、国内
支援機関・在日外国支援機関等との連携により、アジア・欧米・アフリカ等
の現地情報の提供や個別企業の相談対応を行うセミナーを開催します。

無料

（公財）ひょうご産業活性化センター ひょうご海外ビジネスセンター

94 海外展開ビジネススキル向上
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1751

078-271-8402



58

⑥　海外展開に向け資金を調達したい（資金調達）

支援内容

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

06-6345-4105

96 海外現地法人の資金調達のための親子ローン
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

海外現地法人が必要とする設備資金および運転資金について、国内の親会社
へ融資することにより、中小企業の海外展開や海外現地法人の円滑な資金調
達をサポートする制度です。

所定の金利が必要。
融資にあたっては商工中金所定の審査あり。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

95 投資金融
https://www.jbic.go.jp/ja/support-menu/investment.html

日本企業の海外投資事業に対する長期融資等で、日本企業（投資者）又は日
系現地法人（合併企業含む）に対するものなどがあります。日本の国内企業
向け融資については、中堅・中小企業向けの場合の他、M&A及び日本に
とって重要な資源の海外における開発および取得の促進のために行う案件等
への支援を目的とした案件（これらは大企業向けを含む）が対象となりま
す。融資は原則として、民間金融機関との協調融資の形をとり（民間金融機
関経由でのツーステップローンも検討）、個々のニーズに応じて、米ドル、
ユーロ、円、その他通貨（人民元、タイバーツ、インドネシア・ルピア、イ
ンド・ルピー、メキシコ・ペソ、南ア・ランド、ロシア・ルーブル、英ポン
ド、豪ドル、加ドル、スウェーデン・クローナ等)での支援が可能です。な
お、先進国が事業実施地となる場合には、途上国の場合に比して支援対象分
野に制約あり。また、融資等以外にも、世界17か国に所在する海外駐在員
事務所のネットワークも活用しながら、海外の投資環境等に係る情報提供な
ども行っています。

（株）国際協力銀行(JBIC)大阪支店 総務ユニット

融資にあたってはJBIC所定の審査あり。また、民間金融機関との協調融資
が原則。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

中小企業の海外現地法人が、現地の金融機関から事業資金の借入を行うにあ
たり、商工中金が現地の金融機関に対して信用保証（スタンドバイクレジッ
ト）を発行することにより、海外現地法人の現地通貨建ての資金調達をサ
ポートします。対象国は中国やASEANを中心に幅広く対応しています。

所定の金利・保証料が必要。
融資にあたっては商工中金所定の審査あり。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

97
海外現地法人への直接融資

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

中小企業の海外現地法人に対して、商工中金の国内支店またはニューヨーク
支店から事業資金を直接融資する制度です。対象国は、香港、台湾、マレー
シア、インドネシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、米国、
カナダ、メキシコ等です。

所定の金利が必要。
融資にあたっては商工中金所定の審査あり。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

98
海外現地法人の資金調達のための信用保証（スタンドバ
イクレジット）
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/
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支援内容

お問い合わせ先

支援内容

お問い合わせ先

100 産業活性化支援資金

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/seidoyuusihyousi.html

海外への県産品販路開拓を目的として県内企業が実施する取り組みを対象
に、設備資金や運転資金を融資します。

0776-20-0373

経済の構造的変化などに適応するために海外の地域における事業の開始、海
外展開事業の再編などに取り組む中小企業者に対し、当該事業を行うために
必要な設備資金および長期運転資金を融資します。

99 企業活力強化貸付（海外展開・事業再編資金）

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html

日本政策金融公庫大阪支店
日本政策金融公庫各支店国民生活事業・中小企業事業 相談センター
（最寄の支店にご相談ください。）
店舗一覧はこちら　https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

0120-154-505

福井県 産業労働部産業政策課
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支援内容

お問い合わせ先

支援内容

お問い合わせ先

102 海外市場開拓支援貸付

  金融機関が主体的に商品設計する「チャレンジ応援資金（金融機関提案
型）」を通じて、頑張る府内中小企業者を資金面から支援します。
※融資条件の詳細は各行のURLをご参照ください。
（りそな銀行）
りそな「海外進出支援」融資制度
https://www.resonabank.co.jp/hojin/service/kigyoseicho/sien/sei_c0
401.html
（大阪信用金庫）
海外取引事業者応援融資
http://www.osaka-
shinkin.co.jp/corporation/finance/index_hosyokyokai_2.html
（大阪シティ信用金庫）
大阪シティ海外展開支援資金
http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/houjin/yusi.html

101

大阪府制度融資 チャレンジ応援資金（金融機関提案型）
海外展開支援融資
（りそな銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫）
（大阪府) http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/

海外事業を展開しようとする中小企業者を支援するための融資制度です。
・融資限度額　設備資金3億円、運転資金1億円（併用可能）
・融資利率0.70％
・融資期間10年以内（うち据置2年以内）

兵庫県 産業労働部地域金融室

078-362-3321

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/seidoyuusiitiran.html

大阪府 商工労働部中小企業支援室金融課
06-6210-9508
りそな銀行
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫 本支店窓口
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⑦　補助金・助成金を受けたい（補助金・助成金）

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

①定額補助②補助率1/2以内

事業実施主体より公募

補助率3/10以内（中山間ルネッサンス事業による地域別農業振興計画に基
づく計画優先枠は1/2以内・市町村戦略に基づく取組は1/2以内）

103 分野・テーマ別海外販路開拓支援事業
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html#kaigaitennkai

農林水産物・食品の輸出に取り組む団体等を対象に、①輸出拡大が期待され
る国・地域における、分野、テーマを設定したセミナーの開催、展示会への
参加、海外バイヤーやレストラン関係者等の国内への招へい等によるPR活
動を支援します。②複数の生産地等と連携した、展示会、商談会の開催・参
加、海外バイヤー等を招へいした商談等の販売促進活動を支援します。

近畿農政局 輸出促進課

075-414-9101

104
食料産業・６次産業化交付金のうち６次産業化施設整備
事業
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/yosan/index.html

農林漁業者等と食品事業者、流通業者等の多様な事業者がネットワークを構
築して行う新商品開発・製造、販路開拓等の取組を支援します。

近畿農政局 地域食品・連携課
075-414-9025
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

106
食料産業・６次産業化交付金のうち食品産業の輸出向け
ＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html

輸入条件や輸出先のニーズを満たすために必要な、食品製造事業者等の施設
の整備（新設、増築、改築及び修繕）及び機器の整備に係る経費等を支援し
ます。

補助率1/2以内

近畿農政局 輸出促進課

075-414-9101

補助率1/2以内

105 国際的認証資格取得等支援事業
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zigyou-gaiyou.html#kaigaitennkai

輸出先国が求める検疫等の条件への対応（食肉処理施設査察、ハラール認証
等）、国際的に通用する認証の取得・更新（ISO22000等）、輸出先国にお
いて他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新（有機JAS認証等）
等を行うために必要な経費を支援します。

近畿農政局 輸出促進課

075-414-9101
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先 近畿経済産業局 サービス産業室

06-6966-6053

補助上限額：3,000万円（初年度）
補助率：1/2以内（IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用案件の場合
には、2/3以内）

108
商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事
業）
https://www.kansai.meti.go.jp/2-1chushourenkei/shinrenkei/07-kouboR2fy.html

異分野の中小企業同士が連携して行う新しいサービスモデルの開発等に係る
経費の一部を補助します。

【全国・海外展開等事業】
補助上限額：500万円
補助率：2/3(1、2年目）、1/2以内（3年目）
※複数者による共同申請の場合は上限2,000万円
【全国・海外展開等サポート事業】
補助上限額：2,000万円
補助率：2/3以内(1、2年目）、1/2以内（3年目）

近畿経済産業局 通商部 地域ブランド展開支援室

06-6966-6054

107 JAPANブランド育成支援等事業費補助金
https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/chiikishigen/JB/jb02_200225_.html

全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商品・サービス
開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中小企業者等が行う場合や、複
数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得
のための支援を、中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の
一部を補助します。
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先 近畿経済産業局 知的財産室

06-6966-6016

110 中小企業等外国出願支援事業

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

地域の中小・ベンチャー企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国へ
の特許等の出願に要した費用の一部（翻訳料、外国出願料、現地代理人費用
など）を支援します。
※支援は、近畿管内では各府県及び京都市の中小企業支援センター等のほ
か、全国実施機関の日本貿易振興機構において行います。

中小ものづくり高度化法に基づくデザイン開発、精密加工、立体造形等の
12技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援すること
が目的の事業。中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連
携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発及びその成果の販路開
拓への取組を一貫して支援します。

近畿経済産業局 産業技術課

補助事業期間：2～3年

06-6966-6017

109 戦略的基盤技術高度化支援事業

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/houshien/sapoin.html

補助上限額：単年度あたり4,500万円以下、3年間合計で9,750万円以下
補助率：① 大学・公設試等（補助率：定額、補助金総額の1/3以下 ）
　　　　② 中小企業・小規模事業者等 （補助率：2/3）

補助率：1/2以内（出願内容や企業毎の上限額あり。）
事業の詳細は、支援を行う各中小企業支援センターが決定します。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先 （特非）映像産業振興機構

03-3543-7531

112

コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補
助金-(2)海外向けコンテンツ制作に資する資金調達・人
材育成を行う事業
https://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1/

海外展開を目指すコンテンツの本格的な制作に必要な資金調達のための試作
映像等の企画・開発を行う事業に係る費用について、その費用負担を軽減す
るため、当該事業を主体となって実施する企業・団体に必要経費の一部を補
助します。

補助上限額：1,500万円（1案件につき）、3,000万円(1社につき)
補助率：1/2

コンテンツが主体となった又はコンテンツを有効活用した海外展開を行う際
のローカライズ及びプロモーションを行う事業に係る経費について、その費
用負担を軽減するため、当該事業を主体となって実施する企業・団体に必要
経費の一部を補助します。

補助上限額：2,000万円（1案件につき）、4,000万円（1社につき）
補助率：1/2（コンテンツが主体となって海外展開を促進する場合。特例に
該当する場合は、2/3）、1/3（コンテンツを有効活用して海外展開を促進
する場合。）

（特非）映像産業振興機構

03-3543-7531

111

コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補
助金-(1)コンテンツ等の海外展開を行う際のローカライ
ズ及びプロモーションを行う事業
http://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1/

http://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1/
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支援内容

備考

お問い合わせ先

開発途上国の抱える課題（水・農業・環境・エネルギー等）の解決に役立つ
技術・製品をお持ちの中小企業に対し、事業計画立案に向けた現地調査の実
施を支援します。
※本事業は補助金事業ではなく委託事業です。JICAとの間で業務委託契約
のうえ調査を実施いただき、成果品（報告書）の合格をもって対象経費をお
支払いします。
※年1～2回の募集を予定しています。

【中小企業支援型】
・対象者は、中小企業、中小企業団体の一部組合。
・1件あたりの上限金額は850万円（遠隔地域を対象とする場合は980万
円）。

（独）国際協力機構（JICA） 関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

113 中小企業・SDGsビジネス支援事業（基礎調査）

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html
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支援内容

備考

お問い合わせ先

【中小企業支援型】
・対象者は、中小企業・中堅企業、中小企業団体の一部組合。
・1件あたりの上限金額は3,000万円(但し、機材輸送を含む場合は5,000万
円)。
【SDGsビジネス支援型】
・対象者は、上記「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人。
・1件あたりの上限金額は850万円。

（独）国際協力機構（JICA）　関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

114 中小企業・SDGsビジネス支援事業（案件化調査）

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

開発途上国の抱える課題（水・農業・環境・エネルギー等）の解決に役立つ
技術・製品をお持ちの企業に対し、ODA事業での活用可能性の検討やビジ
ネスプランの作成に向けた現地調査の実施を支援します。
※本事業は補助金事業ではなく委託事業です。JICAとの間で業務委託契約
のうえ調査を実施いただき、成果品（報告書）の合格をもって対象経費をお
支払いします。
※年1～2回の募集を予定しています。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html
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支援内容

備考

お問い合わせ先

（独）国際協力機構（JICA）　関西センター
 JICAコラボデスク（大阪）
06-6136-3477
企業連携課（神戸）
078-261-0397

115
中小企業・SDGsビジネス支援事業（普及・実証・ビジ
ネス化事業）
https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html

開発途上国の抱える課題（水・農業・環境・エネルギー等）の解決に役立つ
技術・製品をお持ちの企業に対し、ビジネスの事業化に向けて、技術・製品
等の実証活動を含むビジネスモデルの検証、技術・製品等への現地関係者の
理解の促進、ODA事業での活用可能性の検討を通じた事業計画案の策定を
支援します。
※本事業は補助金事業ではなく委託事業です。JICAとの間で業務委託契約
のうえ調査を実施いただき、成果品（報告書）の合格をもって対象経費をお
支払いします。
※年1～2回の募集を予定しています。

【中小企業支援型】
・対象者は、中小企業・中堅企業、中小企業団体の一部組合。
・1件あたりの上限金額は1億円（複雑化した課題への対応や大規模／高度
な製品を実証する場合は1億5,000万円）。
【SDGsビジネス支援型】
・対象者は、上記「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人。
・1件あたりの上限金額は5,000万円。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/sme/index.html
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

福井県内中小事業者が国外の展示会へ出展することを支援し、受注機会確
保・拡大を支援します。

【補助率】1/2以内
【補助限度額】50万円

（公財）ふくい産業支援センター 販路・資金支援部 販路開拓営業グループ

0776-67-7407

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
最寄のジェトロ事務所まで

117 海外展示会・商談会への出展支援

116
中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事
業）
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/

中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）は、海外で知的財
産権の侵害を受けている中小企業のお客様のために、模倣品・海賊版の製造
元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、
その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3（上限額：400万円）
をジェトロが負担します。

有料（費用の1/3はお客様負担）
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

京都商工会議所 産業振興部
075-341-9773
ジェトロ京都
075-341-1021

119 京都ブランド海外展開助成金
後日公表予定

京都の知恵を生かしたものづくり技術やコンテンツ、サービスなど、「京都
ブランドの価値向上」に資する海外販路開拓事業に対して助成金を交付しま
す。加えてジェトロ京都と連携し、助成対象企業にはジェトロ専門家（パー
トナー）による海外展開に関する実務的・専門的な支援を行い、海外展開を
力強くサポートします。※2020年公募時期未定

上限100万円（助成率1/2以内）

滋賀県に事業所を有する中小企業者等を支援するため、海外で開催される見
本市・展示会・商談会等への出展、海外を対象とする市場調査および海外を
対象とする販売促進活動に対し、補助金を交付します。

補助率 1/2
限度額1件あたり50万円以上100万以内

滋賀県 商工観光労働部 商工政策課
077-528-3715

118 海外展開トップランナー企業支援事業補助金

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/302793.html

・京都商工会議所、ジェトロ京都、地元企業経営者等から構成する審査委員
会で助成対象事業を決定。
・京都商工会議所会員企業が対象。



72

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

会員対象

堺国際ビジネス推進協議会 堺市イノベーション投資促進室

122 中小企業海外展開支援事業

121 情報発信事業助成制度
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kaigai/intlbusconf/infoaid.html

海外への情報発信強化に向け、外国語ホームページの新規作成やリニューア
ル、外国語パンフレットの作成を行う場合、作成等にかかる費用の2分の1
以内で5万円を超えない額(堺市内企業の場合)を助成します。

要協議会年会費（10,000円）

尼崎市内に主たる事務所を有する中小企業者が海外展開を計画し、JETRO
を通じて海外展開支援を受ける際、JETROに入会する際の年会費の一部を
支援します。

JETRO入会時の初年度年会費について一律30千円補助。なお、一定条件を
満たす場合、5千円上乗せ。

072-228-7629

海外見本市等に出展する際に、出展料、輸送費等の30％以内で15万円を超
えない額(堺市内企業の場合)を助成します。

要協議会年会費（10,000円）

尼崎市 経済環境局 経済部 地域産業課
06-6430-9750

堺国際ビジネス推進協議会 堺市イノベーション投資促進室
072-228-7629

120 海外見本市等出展助成制度
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kaigai/intlbusconf/tfaid.html

会員対象
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

（公財）ひょうご産業活性化センター ひょうご海外ビジネスセンター
078-271-8402

124 海外展示会への個別出展支援

https://yarukiouendan.or.jp/business/overseas_subsidy/

123 中小企業海外展開支援事業

http://www.hyogo-kaigai.jp/modules/none/#02

兵庫県内の中小企業の海外展開に関する実現可能性調査（Ｆ／Ｓ）に対して
経費の一部を助成します。

対象経費の1/2以内、上限額100万円

125 海外展示会への集団出展支援
https://yarukiouendan.or.jp/business/international_exhibition/

海外の著名な展示会に集団出展を行っております。

【補助率】1/2以内
【補助額】予算の範囲内

（公財）わかやま産業振興財団 経営支援部
073-432-3235

海外市場の開拓に向けて、海外の専門的な展示会等へ出展する県内中小企業
者に対し、その経費の一部を補助します。

【補助率】1/2以内
【補助額】100万円以内

（公財）わかやま産業振興財団 経営支援部
073-432-3235
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⑧　海外でのサポートをお願いしたい（海外サポート）

支援内容

料金等

支援内容

料金等

お問い合わせ先

126 Challenge Local Cool Japan in Paris

http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/CCkansai/france/discover.html

無料

日本の商品を取り扱うパリ市内ショールーム「maison wa（メゾン・
ワ）」における、全国の優れたクールジャパン商品の常設展示及びテスト
マーケティングを支援する取組です。

事業参加費：30,000円/月～50,000円/月＋商品輸出関連費等
（毎月提供されるレポートの内容によって、事業参加費が異なります。）

06-6966-6054
近畿経済産業局 通商部 地域ブランド展開支援室

お問い合わせ先

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

127 海外ビジネスマッチング

https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

海外の販売先・仕入先・事業パートナー等について、海外拠点・海外提携機
関のネットワークを駆使してビジネスマッチングを行い、中小企業の海外展
開をサポートします。
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

海外のスタートアップ・エコシステムを活用したビジネス拡大を目指す日系
スタートアップに対し、ブリーフィングやメンタリング、マッチング等の
サービスを無料で行っています。

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）

最寄のジェトロ事務所まで

128 海外ビジネスサポートセンター

http://www.jetro.go.jp/services/bsc/

129 グローバル・アクセラレーション・ハブ
https://www.jetro.go.jp/services/jhub.html

03-3582-5017
（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） ビジネス展開支援課

現地でのビジネス立ち上げに必要なオフィス機能（ハード）を提供するだけ
でなく、投資制度情報や投資のノウハウ（ソフト）を融合させたワンストッ
プサービスを提供します。海外へのビジネス進出を検討している中堅・中小
企業の方をサポート、また既に海外に進出している企業の方にも情報提供や
コンサルテーションサービスを提供しています。＜海外＞

有料
※メンバーズ割引あり

事前審査あり
対象国：タイ(バンコク）、ベトナム(ハノイ）、フィリピン（マニラ）、イ
ンド（アーメダバード）、ミャンマー（ヤンゴン）
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

中国・上海、タイ・バンコクにある県の支援拠点にて、県内企業のアジアへ
の販路開拓（バイヤー紹介等）、現地進出（法人設立手続き支援等）などを
支援しています。
また、現地のビジネスコーディネーター、法律事務所など専門機関と連携し
て、市場調査、企業信用調査、法律相談などを行っています。

無料（法律相談など専門相談には回数制限あり）

問合せ
滋賀県 商工観光労働部 商工政策課

077-528-3715

130
ふくい上海ビジネスサポートセンター、ふくいバンコク
ビジネスサポートセンター
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/economy/kaigai-business-suport.html

福井県 産業労働部 国際経済課

台湾サポートデスク

滋賀県内に事業所を有する企業・団体等の台南市を中心とした台湾への展開
及び、台湾の政府機関・企業等の滋賀県への展開を支援しています。

0776-20-0366

131

有料
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

・大阪府 商工労働部成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課
06-6210-9502
現地電話：+86+21-6270-1901
現地ＦＡＸ：+86+21-6270-1351

・大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当
06-6615-3749
現地電話：+86+21-6275-1982
現地ＦＡＸ：+86+21-6275-1983

・（公財）大阪産業局 国際事業部 国際ビジネス支援チーム
06-6947-4088

・（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪） 国際部
06-6615-5522

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法人大阪国際経済振興中心上
海代表処）
http://www.osaka-sh.com.cn/

大阪政府上海事務所では、主に、上海市、江蘇省、浙江省の華東地域でのビ
ジネス展開をサポートしています。
主なサポート内容
①大阪からの企業ミッション団の受入れ・アテンド
②上海市政府等と連携し、各種展示会・見本市への出展支援
③ビジネスに役立つ各種情報の提供
④個別相談

無料

大阪府と大阪市の統合事務所

132
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支援内容

料金等

お問い合わせ先
078-362-3328

兵庫県海外事務所
http://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/overseasoffice/index.html

無料

現地専門家と連携し、県内企業の海外展開を支援します。

兵庫県 産業労働部国際経済課

133
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⑨　その他

支援内容

料金等

支援内容

料金等

お問い合わせ先

075-366-4053
お問い合わせ先

近畿農政局 輸出促進課

06-6459-1700

134 諸外国向け輸出証明書相談窓口
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/cer_expo.html

平成23年3月11日に発生した福島県内での原発事故を受けて諸外国・地域
が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な
証明書についての情報を提供しています。

無料

135 投資育成ビジネスネット
http://www.toushiikusei.net/

投資先企業のビジネスマッチングをオンラインで支援するインターネットＷ
ＥＢサイト「投資育成ビジネスネット」を運営しています。
投資先企業の国内外の販売及び調達ルートの拡大やビジネスパートナーの獲
得などを支援します。登録対象企業を東京中小企業投資育成㈱並びに名古屋
中小企業投資育成㈱の投資先にも拡大しました。

無料

大阪中小企業投資育成(株) 事業ソリューション部
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

お問い合わせください。

無料

http://www.aots.jp/

（独）国際協力機構（JICA） 人事部PARTNER事務局

03-5226-6785
jicahrp@jica.go.jp

海外に進出した日系企業（中小企業に限定せず）の現地での事業展開の円滑
化支援や現地人材育成のため、以下のような様々な人材育成事業を行ってい
ます。
①現地技術者や管理者を日本に招聘して実施する「受入研修」
②日本から専門家を派遣して現地で指導を行う「専門家派遣事業」
③海外企業、団体等へのインターンシップ

案件ごとに適用できる制度が異なる。詳細については直接お問合せくださ
い。

（一財）海外産業人材育成協会 関西研修センター 研修支援グループ

136 現地事業展開に必要な人材育成

06-6690-2670

137
http://partner.jica.go.jp/

グローバル人材を求める組織や団体と国際協力の世界で活躍を目指す方を結
びつける情報サイトです。JICAボランティア経験者をはじめ、海外経験や
高い専門性を有した人材が多数登録されています。

PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト）
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

企業の社員をJICA海外協力隊員として開発途上国に派遣し、途上国の国づ
くりに貢献するとともに、自社の海外展開に活用する制度です。グローバル
社会で活躍できる人材の育成のほか、現地ネットワークの構築などに活用で
きます。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
店舗一覧はこちら　https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/

中小企業の貿易に対して、輸出入にかかる海外送金やL/C等による貿易決
済、先物為替予約、契約履行保証等の各種海外向け債務保証等、貿易に関す
る各種金融サービスを提供します。

所定の金利・保証料・手数料が必要。

商工中金の各営業店でご相談をお受けします。
https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/solution/overseas/

139
貿易にかかる外国為替業務

https://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/

138 JICA海外協力隊（民間連携）

お問い合わせください。

（独）国際協力機構（JICA）
関西センター 市民参加協力課

078-261-0352

融資にあたっては商工中金所定の審査あり。
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等 無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 情報データ統括課

03-3582-5215

141 日本産農林水産物・食品輸出マッチングサイト（JAFEX）

https://www.jetro.go.jp/ttppoas/special/agri/agribj.html

ユーザー登録をすると、海外や日本の企業が登録した30,000件の「商品・
部品の輸出入」、「業務提携」、「技術交流」などの幅広い分野のビジネス
案件を無料で検索、閲覧することができます。希望に合った相手企業に直接
コンタクトしたり、自身のビジネス案件を広く紹介し、自社製品の広報、取
引企業探しに活用したりすることもできます。

無料

ジェトロが運用するTTPP内に、日本産農林水産物・食品の輸出促進に特化
したマッチングサイト「JAFEX(Japan Agricultural & Foodstuff
Exports」を開設しました。ユーザー情報と売りたい案件を登録すれば、そ
の商品情報を世界に発信できます。また、日本産農林水産物・食品に関心を
持つ海外バイヤー情報を日本語で検索し、簡単にコンタクトすることができ
ます。

140
トレード・タイアップ・プロモーション・プログラム
（TTPP） データベース提供事業
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 情報データ統括課

お問い合わせ先
03-3582-5215
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支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

支援内容

料金等
備考
お問い合わせ先

無料

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
最寄のジェトロ事務所まで

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
大阪本部：06-4705-8620
神戸事務所：078-231-3081
京都事務所：075-325-5703
福井事務所：0776-33-1661
滋賀事務所：0749-21-2450
奈良事務所：0742-23-7550
和歌山事務所：073-425-7300

国内企業（中堅・中小企業）における外国人のインターンシップ受入を通
じ、日本企業が海外展開等に取り組む体制の強化を促進します。

「新輸出大国コンソーシアム」は、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結集し、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、新輸出大国コンソーシアム（以下、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。
ジェトロは、コンソーシアムの事務局として取りまとめ機能を担う一方、企
業の海外展開を支援してきた公共機関として一層きめ細かい支援を提供して
いきます。

国際化促進インターンシップ事業
https://www.jetro.go.jp/services/intern.html

143

無料

一部事前審査あり

142 新輸出大国コンソーシアム
https://www.jetro.go.jp/consortium/

事前審査あり
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

備考

お問い合わせ先

月額5千円/1万円
※参加料の割引、初期費用の支援あり

中国向け越境ECモールに福井県特設ページを設置し、広告宣伝を行うとと
もに、福井県内企業の越境ECへの新規参入を支援します。

①海外バイヤーの信用調査・格付
②輸出先からの代金回収リスクに対する保険

①無料（中小企業は8件まで）
②有料（ｲﾝﾎﾞｲｽ額の約1%)

貿易保険
https://www.nexi.go.jp

144

146

（株）日本貿易保険 大阪支店営業グループ
06-6233-4018

海外の新規取引先や商談相手先企業の信用調査を、無料で実施します。

無料

福井県 産業労働部 国際経済課

0776-20-0366

福井県 産業労働部 国際経済課

0776-20-0366

海外企業の信用調査サービス

無料での利用回数に制限があります。

145 中国向け越境ECにおける販売支援

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/economy/cross-border_ec2019.html

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/economy/cross-border_ec2019.html
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等

お問い合わせ先

https://www.kobe-obc.lg.jp/service/incentive/

海外への販路開拓を希望する八尾市内の中小企業を対象に、企業情報ポータ
ルサイト「八尾ものづくりネット」による英語版の情報発信を行い、海外か
らの取引等に関する引合いを行います。

148

147

078-231-0222

三井物産クレジットコンサルティング㈱との協定に伴い、地元企業がサービ
スを利用する際に優遇措置を受けることができます。

有料（支援内容・地域によって異なる）

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター

八尾市 経済環境部産業政策課 ものづくり・あきない支援室

072-924-3964

海外企業の信用調査サービス

八尾ものづくりネット（英語版）
http://www.yao-mono.jp/eng/

無料

149 外国人雇用の支援

https://www.kobe-obc.lg.jp/gaikokujin/

企業向けに外国人雇用のための手続きガイドをWebで情報提供するととも
に、合同企業説明会を実施しています。

無料(一部有料)

神戸市 神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222
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支援内容

料金等

お問い合わせ先

支援内容

料金等
備考
お問い合わせ先

支援内容

料金等
お問い合わせ先

尼崎市は、新しい価値を創造する産業をはぐくむまちを目指し、海外企業と
の提携を望んでいる市内の優れた技術や生産性を持つ、様々な製造業を本市
のホームページで紹介しています。
無料

尼崎市 経済環境局 経済部 地域産業課

06-6430-9750

150 海外産業交流広場

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/zigyosho/koryu/index.html

意欲的に海外展開に取組み、成果を上げてきた実績のある県内企業を海外展
開リーディングカンパニーとして表彰します。

無料
奈良県 産業振興総合センター 経営支援課
0742-33-0817

会員かつ兵庫県内に主な拠点を置く中小企業対象。

151 海外展開英文ツール作成支援事業

海外ビジネス展開を検討しているが、効果的な英文版の販促ツールが無い企
業を対象に、海外ビジネス経験豊富な企業OBが英文販促ツールの作成を支
援します。

有料

神戸商工会議所 産業部
078-303-5806

152 県内企業の表彰制度

http://www.pref.nara.jp/leading_company/

http://www.pref.nara.jp/leading_company/


★新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
（海外展開支援関係）

87

最新情報については、経済産業省HPをご覧ください。
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Ⅳ索引
施策
番号

近畿農政局
ページ
番号

75 セミナー、商談会等 51
103 分野・テーマ別海外販路開拓支援事業 62
104 食料産業・６次産業化交付金のうち６次産業化施設整備事業 62
105 国際的認証資格取得等支援事業 63

106
食料産業・６次産業化交付金のうち食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整
備事業

63

134 諸外国向け輸出証明書相談窓口 79
近畿経済産業局

1 イベント情報 21
2 海外展開infoメールマガジン 21

107 JAPANブランド育成支援等事業費補助金 64
108 商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業） 64
109 戦略的基盤技術高度化支援事業 65
110 中小企業等外国出願支援事業 65
126 Challenge Local Cool Japan in Paris 74

（特非）映像産業振興機構

111
コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金-(1)コンテンツ等の
海外展開を行う際のローカライズ及びプロモーションを行う事業

66

112
コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金-(2)海外向けコンテ
ンツ制作に資する資金調達・人材育成を行う事業

66

（株）大阪中小企業投資育成
3 投資育成ビジネスブログによる海外展開関連の情報発信 21
4 投資育成・ｅ－マガジン 22

23 「海外展開支援デスク」にて海外展開に関する相談への対応 29
76 ビジネスフォーラム 51

135 投資育成ビジネスネット 79
（一財）海外産業人材育成協会（AOTS）

136 現地事業展開に必要な人材育成 80
（独）工業所有権情報・研修館

24 知財総合支援窓口 29
25 関西知財戦略支援専門窓口 30

（独）国際協力機構（JICA）
5 開発途上国情報全般 22
6 途上国行政官等とのネットワーク構築 22
7 JICA関西企業向けメールマガジン 23

26 JICAコラボデスク 30
77 JICAコラボデスクセミナー 51

113 中小企業・SDGsビジネス支援事業（基礎調査） 67
114 中小企業・SDGsビジネス支援事業（案件化調査） 68
115 中小企業・SDGsビジネス支援事業（普及・実証・ビジネス化事業） 69
137 PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト） 80
138 JICA海外協力隊（民間連携） 81

（株）国際協力銀行(JBIC) 大阪支店
95 投資金融 58

（株）商工組合中央金庫（商工中金）
27 海外展開サポートデスク 31
60 セミナー・商談会の開催 44
96 海外現地法人の資金調達のための親子ローン 58
97 海外現地法人への直接融資 59
98 海外現地法人の資金調達のための信用保証（スタンドバイクレジット） 59

127 海外ビジネスマッチング 74
139 貿易にかかる外国為替業務 81

（一社）全国中小貿易業連盟（JAFTA）
61 視察団派遣 44

（独）中小企業基盤整備機構
8 海外ビジネスナビ 23
9 J-GoodTech（ジェグテック） 23

28 海外展開ハンズオン支援（個別相談） 31
29 EC活用支援アドバイス 32
70 海外CEO商談会 49
78 海外展開セミナー（講師派遣） 52
79 中小企業海外展開セミナー（中小機構主催） 52

(一社)日本商事仲裁協会(JCAA)
30 国際商取引の紛争予防と解決に係る貿易実務・法律相談 32
80 国際取引セミナー／国際法務セミナー 52

日本政策金融公庫
31 海外展開支援 32

99 企業活力強化貸付（海外展開・事業再編資金） 60

施策
番号

（独）日本貿易振興機構（JETRO）
ページ
番号

10 海外ビジネス情報 24
11 ジェトロ大阪資料閲覧コーナー 24
12 海外ミニ調査サービス 24
13 見本市情報（J-messe） 25
14 ビジネス短信 25
32 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 33
33 貿易投資相談 33
34 海外ブリーフィングサービス 33
62 地域間交流支援（RIT）事業 45
63 海外展示会出展支援 45
81 国別・分野別海外ビジネスセミナー 53
82 貿易実務オンライン講座 53

116 中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業） 70
119 京都ブランド海外展開助成金 71
128 海外ビジネスサポートセンター 75
129 グローバル・アクセラレーション・ハブ 75

140
トレード・タイアップ・プロモーション・プログラム（TTPP） データベース提
供事業

82

141 日本産農林水産物・食品輸出マッチングサイト（JAFEX） 82
142 新輸出大国コンソーシアム 83
143 国際化促進インターンシップ事業 83

（株）日本貿易保険（NEXI）
144 貿易保険 84

（一社）貿易アドバイザー協会（AIBA）

83
海外取引に必須の貿易、英語、マーケティングに関するセミナー（9－10月）、
検定試験及び研修

53
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施策
番号

（公財）ふくい産業支援センター
ページ
番号

117 海外展示会・商談会への出展支援 70
福井県

35 ふくいグローバルビジネスプラザ 34
71 バイヤー招聘によるマッチング 49

100 産業活性化支援資金 60

130
ふくい上海ビジネスサポートセンター、ふくいバンコクビジネスサポートセン
ター

76

145 中国向け越境ECにおける販売支援 84
146 信用調査サービス 84

滋賀県
118 海外展開トップランナー企業支援事業補助金 71
131 台湾サポートデスク 76

（公財）滋賀県産業支援プラザ
36 海外展開相談 34
84 貿易実務講座 54

（公財）京都高度技術研究所（ASTEM）
37 海外展開支援・相談窓口 34

（公財）京都産業２１
64 物産展の開催、海外展示会の出展 46

京都商工会議所
15 国際ビジネス促進協議会メールマガジン 25
38 中小企業国際ビジネス相談室 35
39 アジアビジネス相談デスク 35
72 アジア市場開拓チャレンジ事業 49
85 アジアビジネスセミナー 54

119 京都ブランド海外展開助成金 71
大阪府

101
大阪府制度融資 チャレンジ応援資金（金融機関提案型） 海外展開支援融資
（りそな銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫）

61

132

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法人大阪国際経済振興中心上海代表処）

77

大阪市
65 企業ミッション派遣・海外見本市出展支援 46
73 商談会開催・マッチング事業 50
86 各種セミナー 54

132

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法人大阪国際経済振興中心上海代表処）

77

堺市

40
KOKUBI THAILAND CLUB
（コクビ タイ クラブ）

35

120 海外見本市等出展助成制度 72
121 情報発信事業助成制度 72

八尾市
41 産業振興連携相談窓口 36

147 八尾ものづくりネット（英語版） 85
（一財）大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）

16 IBPC大阪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ等による情報提供 26

42
海外ビジネス相談事業
（中国･ベトナム･インドビジネス相談室）

36

65 企業ミッション派遣・海外見本市出展支援 46
73 商談会開催・マッチング事業 50
86 各種セミナー 54

132

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法人大阪国際経済振興中心上海代表処）

77

（公財）大阪産業局
17 中国(上海)ビジネスサポート 26

18 (公財)大阪産業局メールマガジン等による情報提供 26

43
大阪ビジネスサポートデスクからの現地情報（インド、タイ、ベトナム、ミャン
マー）

37

44 国際ビジネスサポートセンター 37
66 海外展示会への出展支援、商談会の開催 47
87 各種セミナー 55

132

大阪政府上海事務所
(現地名称：公益財団法人大阪産業局上海代表処)
大阪政府上海事務所
（現地名称：日本一般財団法人大阪国際経済振興中心上海代表処）

77

施策
番号

大阪商工会議所
ページ
番号

19 大商メールステーション 27
20 アセアン事業展開　関心企業プラットフォーム 27
45 中国ビジネス支援 38

46
TPP11/日EU・EPAに関する専門相談窓口、原産地証明書作成代行（Daisho(代
書)）サービス

38

74 メイド・イン・ジャパン海外販路開拓市 50
88 投資セミナー、国際ビジネス実務セミナー 55
89 海外ビジネスワンストップサービス事業 55
90 外国人留学生の採用支援 56

大阪弁護士会
47 海外お助けねっと 38
91 弁護士派遣ねっと（講師派遣） 56

大阪 水・環境ソリューション機構
48 大阪 水・環境ソリューション機構（OWESA） 39

（公社）関西経済連合会
49 関西ビジネスデスク（ベトナム） 39

（公財）堺市産業振興センター
67 食関連分野の堺製品の海外市場開拓支援 47

（公財）東大阪市産業創造勤労者支援機構
50 モノづくりワンストップ支援事業 39

兵庫県
102 海外市場開拓支援貸付 61
133 兵庫県海外事務所 78

神戸市
21 「お役立ち情報」コーナー 27
51 海外ビジネス法律・会計・税務相談 40
52 登録アドバイザーの派遣 40
68 海外販路開拓等支援 47
92 海外ビジネスセミナー 56

148 海外企業の信用調査サービス 85
149 外国人雇用の支援 85

尼崎市
122 中小企業海外展開支援事業 72
150 海外産業交流広場 86

神戸商工会議所
22 国際ビジネスメールマガジン 28
53 国際ビジネス相談窓口 40

151 海外展開英文ツール作成支援事業 86
（公財）ひょうご産業活性化センター

54 ひょうご海外ビジネスセンター 41
93 中小企業海外展開支援セミナー 57

123 中小企業海外展開支援事業 73
奈良県

55 海外展開に関するアドバイス 41
69 海外販路開拓支援 48
94 海外展開ビジネススキル向上 57

152 県内企業の表彰制度 86
（公財）奈良県地域産業振興センター

56 専門家派遣 41
和歌山県

57 中国ビジネス活動サポート事業 42
（公財）わかやま産業振興財団

58 和歌山国際経済サポートデスク 42
59 海外ビジネス実現支援事業 43

124 海外展示会への個別出展支援 73
125 海外展示会への集団出展支援 73
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Ⅴ関西の主な海外展開支援窓口
機関名 担当部署名 電話 住所

大阪中小企業投資育成（株） 事業ソリューション部 06-6459-1700 大阪市北区中之島3-3-23

（一財）海外産業人材育成協会
（AOTS）

関西研修センター 06-6690-2670 大阪市住吉区浅香1-7-5

（独）工業所有権情報・研修館
近畿統括本部
（INPIT-KANSAI）

関西知財戦略支援専門窓口(大阪） 06-6486-9122 大阪市北区大深町3－1 グランフロント大阪ナレッジ
キャピタルタワーC 9階

（独）国際協力機構（JICA）関
西センター

企業連携課 078-261-0397 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2

（独）国際協力機構（JICA）関
西センター

JICAコラボデスク 06-6136-3477 大阪市北区大深町3-1 ナレッジキャピタル内
コラボオフィス 812号室

（株）国際協力銀行（JBIC） 大阪支店 　総務ユニット 06-6345-4105 大阪市北区梅田2-2-22ハービスENTオフィスタワー23
階

（株）商工組合中央金庫（商工
中金）大阪支店

営業第一部 06-6532-0049 大阪市西区阿波座1-7-13

（一社）全国中小貿易業連盟
（JAFTA）

事務局 06-6443-5810 大阪市福島区玉川2-13-33

（独）中小企業基盤整備機構
（中小機構）近畿本部

企業支援部　企業支援課 06-6264-8624 大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング27階

（独）中小企業基盤整備機構
（中小機構）北陸本部

企業支援部　支援推進課 076-223-5546 金沢市広岡3-1-1　金沢パークビル10階

（株）日本政策金融公庫
（JFC）中小企業事業

相談センター 0120-154-505 大阪市北区曽根崎2-3-5

（株）日本政策金融公庫
（JFC）　国民生活事業

南近畿地区　大阪創業支援セン
ター

06-6315-0306 大阪市北区曽根崎2-3-5

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

福井貿易情報センター 0776-33-1661 福井市西木田2-8-1　福井商工会議所ビル6F

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

滋賀貿易情報センター 0749-21-2450 彦根市中央町3-8 彦根商工会議所1階

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

京都貿易情報センター 075-341-1021 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済セン
ター3階308号室

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）大阪本部

事業推進課 06-4705-8601 大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング29F

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

神戸貿易情報センター 078-231-3081 神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センター4F

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

奈良貿易情報センター 0742-23-7550 奈良県奈良市登大路町38-1 奈良県中小企業会館2階

（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）

和歌山貿易情報センター 073-425-7300 和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁東別館2階

（株）日本貿易保険（NEXI） 大阪支店 06-6233-4018 大阪市中央区北浜3-1-22

（一社）貿易アドバイザー協会
（AIBA）

関西支部 080-8845-1466 奈良市あやめ池北3-12-34

（一社）日本商事仲裁協会
（JCAA）

大阪事務所 06-6944-6164 大阪市中央区本町橋2－8　大阪商工会議所ビル5階

福
井
県

福井県 産業労働部国際経済課 0776-20-0366 福井市大手3－17－1

滋賀県 商工観光労働部商工政策課 077-528-3715 大津市京町四丁目1-1

（公財）滋賀県産業支援プラザ 滋賀県よろず支援拠点 077-511-1425 大津市打出浜２－１　コラボしが21

政
府
系
機
関
等

滋
賀
県
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機関名 担当部署名 電話 住所

京都府 商工労働観光部経済交流課 075-414-4840 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都市
産業観光局産業イノベーション推
進室

075-222-3324 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都海外ビジネスセンター 事務局 075-366-4364 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター３階 315室

（公財）京都高度技術研究所
（ASTEM）

企業成長支援部 075-315-3708 京都市下京区中堂寺南町134

（公財）京都産業２１ 事業支援部 075-315-8590 京都市下京区中堂寺南町134

京都商工会議所 産業振興部 075-341-9771 京都市下京区四条通室町東入
京都経済センター7階

大阪府
商工労働部成長産業振興室国際ビ
ジネス・企業誘致課

06-6210-9503 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階

大阪市
経済戦略局立地交流推進部国際担
当

06-6615-3742 大阪市住之江区南港北2-1-10
ＡＴＣﾋﾞﾙ　ＩＴＭ棟4階　Ｍ－4

堺市
産業振興局商工労働部イノベー
ション投資促進室

072-228-7629 堺市堺区南瓦町3－1

東大阪市
都市魅力産業スポーツ部モノづく
り支援室

06-4309-3177 東大阪市荒本北1-1-1

八尾市
経済環境部産業政策課ものづく
り・あきない支援室

072-924-3964 八尾市清水町1-1-6

（一財）大阪国際経済振興セン
ター（IBPC大阪）

国際部 06-6615-5522 大阪市住之江区南港北1-5-102

（公財）大阪産業局
国際事業部
国際ビジネス支援チーム

06-6947-4088 大阪市中央区本町橋2－5　マイドームおおさか７階

大阪商工会議所 国際部 06-6944-6400 大阪市中央区本町橋2-8

（公社）関西経済連合会 国際部 06-6441-0104 大阪市北区中之島6-2-27中之島センタービル30階

（公財）堺市産業振興センター 販路開拓課 072-255-1223 堺市北区長曽根町183－5

（公財）東大阪市産業創造勤労
者支援機構

06-4309-2301 東大阪市荒本北1-4-17

兵庫県 産業労働部国際経済課 078-362-3328 神戸市中央区下山手通5-10-1

神戸市
神戸市海外ビジネスセンター
（経済観光局経済政策課）

078-231-0222 神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル
4階

尼崎市 経済環境局経済部地域産業課 06-6430-9750 尼崎市竹谷町2-183

神戸商工会議所 産業部 078-303-5806 神戸市中央区港島中町6-1

（公財）ひょうご産業活性化セ
ンター

ひょうご海外ビジネスセンター 078-271-8402 神戸市中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センタービル
4階

奈良県産業振興総合センター 研究
支援室

0742-33-0863 奈良市柏木町129-1

奈良県産業振興総合センター　経
営支援課

0742-33-0817 奈良市柏木町129-1

（公財）奈良県地域産業振興セ
ンター

事業化推進課 0742-36-8312 奈良市柏木町129-1　奈良県産業振興総合センター3階

和歌山県
商工観光労働部企業政策局企業振
興課

073-441-2758 和歌山市小松原通1-1

（公財）わかやま産業振興財団 和歌山国際経済サポートデスク 073-433-2837 和歌山市本町二丁目1番地フォルテワジマ6Ｆ

経営・事業支援部 輸出促進課 075-414-9101 京都市上京区西洞院通り下長者町下る丁子風呂町

経営・事業支援部 地域食品・連携
課

075-414-9025 京都市上京区西洞院通り下長者町下る丁子風呂町

近畿経済産業局 通商部国際事業課 06-6966-6032 大阪市中央区大手前1-5-44

近畿経済産業局 通商部地域ブランド展開支援室 06-6966-6054 大阪市中央区大手前1-5-44

近畿経済産業局 地域経済部産業技術課 06-6966-6017 大阪市中央区大手前1-5-44

近畿経済産業局 地域経済部知的財産室 06-6966-6016 大阪市中央区大手前1-5-44

近畿経済産業局 産業部サービス産業室 06-6966-6053 大阪市中央区大手前1-5-44
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