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担当課室：企画課

中小企業の海外展開と国際分業
～近畿地域の中小・中堅企業の海外展開に係る実態調査～

　　　１． はじめに

　「中小企業白書

2012 年版」 によれ

ば、 全国の中小製

造業のうち、 輸出

を行う企業は 2.8%

（2009年）、 海外直

接投資を行う企業

は 1.0% に過ぎない

（図 1）。

　一方、 企業の海

外直接投資残高

は、 2001 年 か ら

2011 年で 3.5 倍に

増加、 海外現地生

産比率も一貫して増加している。 更に 2011 年以降は、 円高や高い法人税率等の 「6

重苦」 と言われる中、 大企業を中心に従来にも増して製造業の海外直接投資等の

動きが加速しており、 今後、 同様の動きが中小・中堅企業にも波及すると考えられる。

　このため本調査は、 近畿地域の中小 ・中堅企業を対象に、 以下の２点を明らか

にすることを目的に実施したものである。

　①近畿地域の中小 ・中堅企業における海外展開の現状及び今後の展望

　②近畿地域の中小 ・中堅企業の海外展開と国内空洞化の関係性

調査方法、 調査対象

●近畿地域に本社を有する製造業の中小 ・中堅企業 5,573 社にアンケートを配布

　 し、 有効回収数 1,504 社。 その内、 海外展開に取組む製造業企業等 25 社に

　　ヒアリング。

●近畿地域に本社を有する非製造業の中小 ・中堅企業 3,003 社にアンケートを配

　 布し、 有効回収数 945 社。 その内、 海外展開に取組む非製造業企業 10 社

　 にヒアリング。

図 1　業種別の直接投資企業の割合（全国）
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　　　２． 製造業企業の海外展開の現状

（１） 海外展開の規模と実績

　本アンケート調査では、 従業員数 10 名未満の小規模企業を調査対象から除外

していることから、 回答企業に占める海外展開の実績がある企業は 47％に上るとい

う高い結果となった（図2）。 このうち、海外直接投資を実施している企業は22%あり、

売上高や従業員数など事業規模が大きな企業ほど海外直接投資に積極的な様子

が伺える （図 3）。

（２） 海外直接投資の動機

　海外直接投資の理由とし

て、 最も多いのは、 市場規

模の大きさや、 成長性への

期待、国内市場の縮小など、

いわゆる、 国内外のマーケッ

トの状況変化に鑑みた海外

直接投資である。 次に、 安

価な人件費や福利厚生費に

よる製造原価の抑制である。

海外直接投資の位置づけ

が、 生産拠点から市場への

対応へとシフトしてきていると

考えられる （図４）。

　また、 取引先の要請といっ

た縦関係による海外展開を

決断するほか、 中小企業同

士の横関係を意識した連携･

共同による事例も見られ、

政策ニーズとしても上位に挙

げられている （図 5）。

図 2　海外展開実績（近畿地域）

図 4　海外投資の理由　
　　   (N=472)

図 5　国に求める政策等
　　   （海外展開）

図 3　従業員規模別の海外直接投資の有無
            (N=1504)

（※３）アンケート対象企業の抽出の際、従
業員 10 人未満は対象外としたが、回収の結
果、従業員の減少によって 10 人未満となっ
た企業が含まれている。
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（３） 海外への展開先

　海外展開先として、 アジアや欧米に対する実績や関心が高いが、 特に中国は

15% の企業が直接投資をしている。 しかし、 国際情勢の影響などから 「チャイナ ・

プラス ・ ワン」 を検討する動きも見られる。

　今後も、 市場の成長性や安価な人件費などの観点から、 アジア新興国への投資

熱は収まらない見込である。 具体的には、 タイやベトナム、 中国内陸部などに注

目が集まる。 （図 6）

図 6　海外展開の実績・関心がある国・地域
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　　　３． 海外展開の成果と課題

（１） 海外展開の成果

　海外展開を実施した中小企業の中に

は、 進出先や国内で大企業との新規取

引が生まれるなど、 顧客開拓につながっ

ている企業もある。

　さらに、 社員や経営層の意欲や士気の

向上など、 海外展開に取り組むことは社

内に好影響をもたらしている （図７）。

（２） 海外直接投資の課題

　品質管理や優秀な人材の確保 ・管理

など社内対応と合わせて、 地元政府や

法制度など外部対応が課題視されてい

る。 中でも、 中国において生産拠点を

設けている企業の多くは、 品質管理や労

務などのマネジメントに苦労している。 企

業へのヒアリングによれば、 今後は海外

拠点を現地人材のみでマネジメントさせる

方針の企業も少なくない。

　独資会社の多くは、 日本人従業員が

出張や長期滞在の形で現地工場を管理

しているが、 国内中小製造業の従業者

の多くは、 地元志向が強く、 海外赴任

は人気がない。 また、 海外で活躍でき

る中核人材等が不足している。そのため、

経営者自らが現地に赴くことで社内外に

本気度をアピールするなど、 社員の意識

変化に努力している （図 5再掲）。

図 7　海外展開による変化や影響
　　　(N=427)

図 5（再掲）　
　　　国に求める政策等（海外展開）
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　　　４． 製造業企業の海外展開と国内空洞化の関係性 （国際分業戦略の実態）

（１） 国内外業績等の動向

　今回のアンケート調査の回答企業の多くは、 近年の国内業績が横ばい、 今後の見通

しは縮小傾向としており、国内の事業環境は厳しい状況であることが推測される （図８）。

　しかし、 海外の業績等動向を見ると、 最近 3 年間及び今後３年間のいずれも増

加であると回答した企業の割合が大きく、 国内に比べ、 海外の業績は堅調、 また、

見通しも明るいとする企業が多いということが分かる （図９）。

（２） 海外展開と国内空洞化の関係

　海外直接投資を実施 ・検討している企業は、 全体平均と比べて国内の業績も増

加基調にある （図 10）。

図 10　海外直接投資別　国内業績等の動向

（最近 3年間） （今後 3年間）

図 8　国内の業績等動向 (N=1504)

図 9　海外の業績等動向
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　また、 海外売上高を拡大している企業ほど、 国内の事業規模や従業者数も拡大

する傾向にある （図 11）。 これは全国的な傾向と同様であり、「企業の海外展開は、

国内に投資と雇用をもたらす」 ことを示すものである。

（３） 国際分業の実態

　生産機能の海外移転が進む中でも、 中小 ・ 中堅製造業においては、 企画 ・ 設

計や先端品 ・ 中核部素材の製造など、 事業のコアとなる工程については、 海外

へは移転せず国内に引き続き確保する傾向が見られる。

　業態によって国際分業の形態に違いが見られるが、 特に、 部品製造業では製品

企画 ・ 設計工程を海外移転せず、 国内に確保する企業の割合が大きい。

　中小製造業企業の多くは B to B が中心だが、 インターネット通販等により消費者

向け製品の販売 （小ロット対応） など B to C に取り組む企業も見られる。

　また、 製品企画 ・ 設計だけでなく、 仕上がりを左右する組立工程も国内に確保

する傾向にある （図 12）。

図 12　国内拠点 /海外拠点の機能・役割（全体及び部品製造業）

図 11　海外生産高と国内売上高 /国内従業者数の関係（近畿地域）
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　近畿地域の中小 ・ 中堅製造業は、 国際分業の内容により、 大きく３つに類型化

できる。 ３類型は製品や企業規模、 経営方針に特徴が見られる。

・ 類型Ａは、 国内で企画開発を行い、 海外市場に応じた製品を現地工場で製造

   するタイプである。 グローバル展開できる体力を持った中堅企業に多く、 利益確

   保と企業ブランドの維持を優先している。

・ 類型Ｂは、 製造について国際分業を行うタイプである。 はん用部素材は海外で

   製造し、 組立工程を国内で行う工程間分業や、 大ロットのはん用品は海外で製

  造し、 多品種少量生産品は国内で製造する製品間分業を実施している。 国内

  事業の維持を前提に、 海外事業に進出するケースが多い。

・ 類型Ｃは、 企画開発から製造まで国内で一貫して行うタイプである。 付加価値の

  高い独自の製品や技術を持った企業に多く見られ、 販売先も製品に応じて国内

  外の市場を選択できる強みがある。 海外では営業 ・ 販売拠点を設立するケース

  が多い。

（※４）凡例　○国内　●海外

類
型  

国際 分業  
概要  

主な 特徴  
企
画  

製
造  

販
売  

製品 ・製 造  規模  経営 方針  

Ａ  
○  
 

 
●  

○
●  

国内 で企 画 開発 を 行い、
海外 市場 に 応じ た 製品を
現地 工場 で 製造  

各市 場に 応
じた ﾏ ﾙ ﾁ
ﾄ ﾞ ﾒ ｽ ﾃ
ｨ ｯ ｸ  

中堅  

利益 確保
と企 業ブ
ラン ドの
維持  

Ｂ  
○  
 

分
業  

○
●  

工程 間又 は 製品 間 分業を
行い 、は ん 用品 ・ はん用
技術 を海 外 に出 す 一方、
国内 で新 製 品を 開 発  

大量 生産 と
多品 種少 量
生産  

中小  
国内 事業
の維 持・
拡大  

Ｃ  
○  
 

○  
 

○  
●  

高付 加価 値 製品 の 企画開
発か ら製 造 まで 一 貫して
国内 で実 施  

高付 加価 値
製品 、オ ー
ダー メイ ド  

中小  事業 拡大  

 

（４） 海外展開で獲得した利益の方針

　海外展開をしている企業の多くは、 海

外展開で獲得した利益を国内に還元す

る傾向が見られる （図 13）。 中小 ・ 中

堅企業の海外展開は、 国内への利益

還元が多いという点では、 我が国貿易

収支が厳しくなる中、 所得収支の向上

により経常収支に寄与している。

図 13　海外展開による利益の方針 (N=427)
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　最近3年間の海外業績等動向について、売上高は「増加基調」が33%と大きいが、

営業利益は 24% と小さくなり、 「横ばい」 が 34% と大きくなっている。

　一方、 今後 3 年間の見通しでは、 売上高 ・営業利益ともに 「増加基調」 は

26%、 24% となっており、 製造業とは異なる見通しである。 また、 「無回答」 が 40%

と大きくなっている （図 15）。

　　　５． 非製造業企業の海外展開の現状

（１） 海外展開の実態

　全体的な傾向として、 業種間で調査結果に大きな違いが見られず、 一部の設問

を除いて、 製造業と同様の特徴を有する。

　海外展開の理由として割合が大きいのは市場の成長可能性、 国内市場の縮小、

大きな市場規模など、 市場に関係するものである。 非製造業は、 これまで国内企

業を顧客の中心としてきたことから、 国内消費の低迷を脅威と感じており、 市場の

成長可能性が高いアジア・新興国などの海外市場は魅力的に映るものと考えられる。

　最も割合の大きい海外展開の対象国 ・地域は中国であり、 続いてタイ、 韓国、

台湾である。製造業と同様に、中国を筆頭としたアジア・新興国及び欧米が対象国・

地域とされている （図 14）。

   

図 14　主な業種別　海外展開の対象国・地域（MA、N=716）

図 15　最近 3年間及び今後 3年間の海外業績等動向
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（２） 海外展開と国内事業の関係

　海外展開している非製造業の中小 ・中堅企業の特徴は、 海外現地企業を顧客と

している割合が高いことである。 これは、 海外日系企業が当初の思惑通りに顧客に

はならない中、 海外現地企業との取引に活路を見出したためと考えられる （図 16）。

図 16　主な業種別　主な顧客 (MA, N=945)

　海外で獲得した利益回収の方針について、 海外への再投資を優先する企業は

直接投資を実施している企業の14％に過ぎない。海外市場開拓のリスクに鑑みて、

いつでも撤退可能な 「及び腰」 の状態にあると推察される。

　ただし、 建設業・不動産業・物品賃貸業については、 「海外への再投資を優先」

する企業が他業種に比べて 25％と比べて大きく、 海外展開の動機と併せて考える

と、 今後拠点の増加が見込まれる （図 17）。

図 17　主な業種別　海外からの利益回収の方針 (SA, N=716)
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　　　６． 　まとめ

（１） 近畿地域の中小 ・中堅企業における海外展開の意義

　中小･中堅企業が海外直接投資を決断する際の目的は、 国内市場が縮小する

中、 市場規模の大きさや成長性への期待感が中心である。 当初は安価な労働力

等を活用した生産拠点としての位置づけであっても、 販売先 （市場） としての比重

を高める傾向にある。

（２） 近畿地域の中小 ・中堅企業の海外展開と国内空洞化の関係性

　国内業績は厳しい見通しが大勢の中、 海外直接投資を実施 ・検討している企業

は国内業績も好調である。 とりわけ海外売上高が拡大している企業ほど、 国内売

上高や国内従業員数も拡大する傾向にあり、 「企業の海外展開は、 国内に投資と

雇用をもたらす」 ものである。

　海外展開で獲得した利益についても、 国内への利益還元を優先する傾向が顕著

であり、 国内の厳しい経済環境の中で海外展開が国富の確保に貢献している様子

が伺える。

（３） 政策課題に係る考察

　中小製造業が海外事業を拡大するためには国内の企画 ・設計機能、 生産技術

改善機能等の充実が必要である。 また、 政策要望として国内の設備投資や研究

開発に係る補助金等を求める意見もある。 従来から経済産業省では、 大学 ・研

究機関や公設試との連携による研究開発や試作開発の促進、 先端設備の導入な

ど、 新製品開発 ・研究開発支援に取り組んでいるが、 今後もますますこうした施

策が重要である。

　また、 海外展開の意欲や能力があっても、 それに必要な人材の確保が進まない

企業も多いため、 海外で活躍できる中核人材の確保や育成も不可欠である。 国

際情勢の影響を受けやすい製造業のみならず、 従来は内需型だった非製造業に

おいても、 海外市場への進出が進むと想定され、 国内外で活躍できる人材育成

に向けた施策が求められる。

　この度の調査結果を踏まえ、 当局では３月に 「中小 ・中堅企業のための海外

展開セミナー」 を大阪商工会議所と共催いたしました。 今後も調査結果を活用し、

海外展開と国内産業競争力強化および立地環境等について更なる検討を進めて

参りたいと考えております。

　調査の詳細につきましては、 後日近畿経済産業局のホームページに掲載いたし

ます。



担当課室：企画課

　当局では、 昨年度海外 ・ 国内事業ともに好調な企業の経営戦略について調査 ・

分析を行いました。 （本調査の概要は、 「特集」 に掲載しております。） 本調査で

ヒアリングをさせていただいた企業の中から、 株式会社大喜金属製作所をご紹介し

ます。

　同社は１９６５年に創業し、 大阪市平野区に本社を構えています。 現在は２代目

の中　 康氏が代表取締役会長を務め、 １９９０年代までは電子レンジ、 家庭用ゲー

ム機などの家電製品やカーナビ用液晶フレーム、 カップホルダーなどの自動車部

品のプレス加工を中心に行っていましたが、 ２０００年代以降は新事業を始めるとと

もにプレス加工も他分野に展開しました。 国内には平野区と松原市に、 中国では

蘇州市に工場を有し、 国内は全て国内企業向けの製品を、 中国では現地日系企

業向けと国内企業向けの製品を５０％ずつ生産しています。

■中国への進出と国内工場の新事業
　同社が顧客とする家電製品業界は１９８５年のプラザ合意を皮切りに国内大手メー

カーが海外生産比率を高め、 さらに、 ２０００年以降は大手メーカーを支える中小

企業も海外展開をする時代になりました。

　そのような背景のもと、 同社も１９９０年代初頭から中国や東南アジアにかけて海

外視察を行い、 海外展開先を検討していました。 当時は日本に比べて技術水準

が低く、 品質管理も満足できる水準ではなかったため、 海外展開を見送っていま

したが、 ９０年代末頃からそうした問題が改善されたことを踏まえ、 インフラが整備

され、 産業集積が形成されていた中国蘇州市に２００３年進出しました。

　「中国での事業は常に手探り」 と中　 会長は

語ります。 特に品質管理では、 不良率が日

本とは比べものにならないくらい高く、 会長自

らが毎月二週間現地に滞在して技術指導を行

いました。 さらに、 法制度や従業員の労務管

理でも苦労があったとのことでした。

　その地道な努力が実り、 現在では 「中国で

も日本と同設備・同品質」 を実現し、 大ロット ・

低価格製品を取り扱っています。 中国での成

プレス屋からものづくり企業へ
～「日本品質で中国コスト」　株式会社大喜金属製作所の国際分業戦略～

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けています。今回は株式会社大喜金属製作所、JAPAN AERO NETWORK 株式会社を
ご紹介します。

中国工場操業の様子



功と日系企業のブランドが上場企業を含む現地
日系企業の目にとまり、 取引の輪が広がってい
ます。
　また、 国内はプレス加工だけでは事業が縮小
するという危機感から、 「プレス屋からものづくり
企業へ」をスローガンとして、プレス加工とメッキ・
塗装 ・ ダイキャスト等との組み合わせ技術や開
発力を活かし、 顧客とともに設計から組立加工
まで一貫して製品を作り上げる技術 （すり合わ
せ技術） 提案サービスを開始しました。 これに
より、 国内の技術力のさらなる向上と新たな収益源を確保することとなり、 現在では
同社の国内売上の５０％を超える事業に成長しました。
　さらに、 プレス加工については中国工場とは製造する製品を棲み分け、 短納期・
高品質製品を国内で取り扱っています。
　中国への進出を始めてから国内の雇用は増加しており、 ２０１２年は国内売上高
が前年 （２０１１年） 比約１４％、 中国工場が約５０％伸びています。

■今後の展開
　中国工場は昨年１０月に移転し、 規模を１．５
倍に拡大しましたが、 今後は従業員を増やす
のではなく、 機械などの資本投資を増やす予
定です。 また、 売上を伸ばすために、 プレス
加工だけではなく、 現地企業に対して外注や
資本参加を行うことを計画しています。 さらに、
コスト競争力の維持と市場開拓のため、 次なる
海外展開先として、 現在フィリピンとベトナムの
市場調査を行っているところです。
　国内では、 海外展開していない企業で売上
高１００億円から１０００億円規模の企業向けに技術提案サービスを展開し、 プレス加工
は建築・産業機械・医療機器といった分野を対象に新規顧客の開拓を目指しています。

　中国や東南アジアへの海外展開が増加する一方で、 国内から生産拠点や雇用
が失われる 「根こそぎ空洞化」 が懸念されています。 同社の取り組みは、 海外展
開の一方で、 国内で新事業を立ち上げ、 競争力を強化するというバランスのとれ
た国際分業体制のモデル事例と考えられます。

企  業  名：株式会社大喜金属製作所
U   R   L：http://www.daiki-metal.com/
所 在 地：大阪市平野区喜連５－１－５４
電話番号：０６－６７０９－３０３８

松原工場の生産設備

代表取締役会長　中辻　康氏
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担当課室：製造産業課

　近畿経済産業局では、①「関西の技術力のある中
小企業の市場参入機会の創出」、②「関西における
航空機分野のサプライチェーンの強化」、③「航空
機分野のバリューの創出、 ボリュームゾーンへの進
出」 を目的として、平成２１年度より、関西の川下メー
カー （川崎重工業、 島津製作所、 新明和工業、
住友精密工業）、 関係支援機関等との連携により
「関西国際航空機市場参入等支援事業」 （協働プ
ログラム） を展開してまいりました。
　特に、 平成２２年度にスタートした 「先導的モデ
ル事業」 では、 住友精密工業株式会社の協力を
得て、 中核企業と中小企業との連携体により、 輸
入部品の国産化や海外展開を進めるための、 一貫生産体制構築への支援を継続
的に行ってまいりました。
　今回は、 その集大成として、 この２月に新しく生まれた 「JAPAN AERO NETWORK
株式会社」 をご紹介します。

　一貫生産体制の構築のためには、 顧客からの発注図面に基づき、 材料調達、
工程設計、 外注管理、 非破壊検査等まで、 所定の品質管理により責任を持って
完成品の供給に対応できる中核企業が不可欠です。
　JAPAN AERO NETWORK 株式会社 （以下 「JAN」 と表示します。） は、上述の 「先
導的モデル事業」 により全国３０数社のネットワークとして確立した 「YURA AERO 
NETWORK」 の中核企業である由良産商株式会社 （大阪市西区） と、 主に特殊
工程を担当する、 いずれも石川県で活動する株式会社高林製作所、 浅下鍍金株
式会社及び深田熱処理工業株式会社を発起人とする、 この２月に設立された、 ま
だ生まれたての企業です。
　代表取締役には、 由良産商株式会社の代表取締役社長でもある由良豊一氏が
就任し、 運営や海外との交渉などについては、 これまでこのネットワーク構築を主
導的にリードされてきた、 住友精密工業 OB の五十嵐健氏が COO へ就任し、 引
き続き中心となって活動される布陣となっています。

　JAN の役割として、 技術面や受注等の対応への 「先々への舵取りをする。」 こと
が一番大切であると五十嵐さんは語ります。 単にネットワーク内の統制や調整だけ
でなく、 対外的関係では、 適正な価格や納期での受注や、 新規アイテムの獲得
交渉、 また、 それを受け入れて確実にこなせるだけの技術的バックボーンや管理
体制の構築、 さらには、 今後想定される受注アイテムの動向を見極め、 ネットワー

摩
擦
力

今世界へ take off ！
～JAPAN AERO NETWORK株式会社 中小企業連携による新たな価値創造の形～

このネットワークは大阪発のス
タイルで大阪からしかできな
かったと話す由良代表取締役

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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ク内へ新たな技術を導入するための、 設備投資や技術
指導を含めたマネージメント等々、 多岐にわたる役割
があるとのことです。
　その一方で、 やはりネットワークには結束が非常に重
要なので、 JAN を中心にメンバーが実際にふれあえる
場の提供もしていきたいとの事です。 五十嵐さんの言
葉では、 「酒の数が人を知る数。」 とのことです。 非常
に納得させられました。
　当面は、 住友精密工業からの仕事を中心として対応
しつつ、 先ずは確実に納入できる体制とキャパシティー
を構築していくことを目標としています。 来年以降は体
制をさらに強化することで、 受注できるアイテム数や取
引先も順次増やしていく考えです。
　将来的には、 ネットワークとして海外からの直接受注を
目指し、 その際には JAN の販社機能をより高めて、 発
展的に展開していければと目論んでいるとのことです。

　また、 YURA　AERO　NETWORK は 「大阪発のスタイルで大阪からしかできないネット
ワーク」だと由良さんは語ります。大阪では、問屋や卸商社を中心に、その機能を生かし、
ものづくり現場に 「必要なものを必要な時に必要なだけ送り届けて、 ものづくりを支える」
ことが、昔から普通に行われてきました。 この概念こそが、ネットワークが目指す「ＫＩＴ化」
「ＪＩＴ（Just in Time） 化」 のものづくりであると思います。 その中で、 中小企業が、 常に
先端的なニーズに触れ、 新しい製品や要望への対応の中で技術開発等に取り組んで
きたことが、 関西の技術力が高く分厚い中小企業の集積に結びついてきたのです。 こ
のネットワークではその概念を取り入れ、 関西だけでなく、 全国の中小企業のコストの
安さや対応の早さなど、 中小企業の強みを使いこなしたいと考えています。

　日本のものづくりの最後の砦は色々な意味で 「複雑なもの」。 航空機分野への参
入はまさしくこの 「複雑なもの」 への挑戦ですが、 やはり中小企業単独での挑戦
は難しいことは明らかです。
　最後にお二人へこのネットワークで目指すものについてお伺いしたところ、 声を揃える
ように「中小企業ネットワークで世界 NO.１を目指し、世界へ飛躍するんだ」と仰いました。

　当局としても、 このネットワークが新しい航空機市場への中小企業の参入モデルと
して期待するのみならず、 技術力を有するものづくり中小企業のこれからの新規事
業参入へのモデルケースとなると考え、 引き続き支援してまいります。

最終的には海外からも直接受
注ができるようなネットワー
クを目指すと話す五十嵐 COO

企  業  名：JAPAN AERO NETWORK株式会社
所 在 地：大阪市西区立売堀４－８－１７
電話番号：０６－６５３２－０３７１
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今冬の節電へのご協力、ありがとうございました。

当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

～ 近畿経済産業局からの各種ご案内～

■ 近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■ 補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html



