中小企業国際化支援に係る分野別連絡先一覧
The Sagamihara Chamber of Commerce and Industry
Ｈ30.5.1 現在

１．海外進出支援：進出前の現地調査から進出後のトラブル解決支援まで情報面・人材面・金融面での支援を提供
（１）海外進出「前」支援

機関名・連絡先・URL

○中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課
〔電話〕03-5470-1522
◇講演会・セミナーの開催【有料・無料】
http://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/index.htm
⇒海外の投資環境や海外への進出事例・留意点など
l
に関する講演会を全国各地で開催。開催予定や開
催実績は HP で公開。
○日本貿易振興機構（JETRO）
〔電話〕03-3582-5511
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/

◇講演会・セミナーの開催【有料・無料】
国際取引契約や国際取引から発生するトラブルや紛
争の予防、並びに紛争処理に関するセミナーを開催。
①海外の情報
開催予定や開催実績は HP で公開。
○一般社団法人
を提供

◇国際取引契約に精通した経験豊富な渉外弁護士によ
る国際取引契約に関する法律相談を実施。
◇中国・台湾・インド取引に精通した中国・台湾問題
専門の弁護士による中国・台湾・インドビジネス支
援とトラブル解決相談を実施。
◇貿易取引に精通した専門相談員による貿易トラブル
予防・解決のための貿易実務相談を実施。

日本商事仲裁協会（ＪＣＡＡ）

〔電話：東京〕03-5280-5200
〔電話：大阪〕06-6944-6163
http://jcaa.or.jp/

◇世界各国の貿易制度や投資制度などの情報提供【無 ○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
料】
〔電話：東京〕03-3852-5511
⇒世界各国の投資環境に関する情報（貿易制度や投
https://www.jetro.go.jp/world/
資制度等）、ジェトロ調査レポート、よくある貿易
投資相談事例を提供。

○中小企業基盤整備機構 販路支援部
〔電話〕03-5470-1522

販路支援課

http://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.
html
②海外事業展 ◇国際展開に向けた経営アドバイス【無料】
開に向けた
⇒海外投資・国際取引等に関する相談、海外事業展
アドバイス
開に関する課題に対し、
「経営支援」の観点から企業
の提供

の実績に即したきめ細かいアドバイスを実施。
○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
〔電話：東京〕03-3852-5511
https://www.jetro.go.jp/world/

（１）海外進出「前」支援

③進出候補地
の選定やＦ／
Ｓ調査の支援

機関名・連絡先・URL

◇中小企業のミッションの派遣【実費負担】
⇒進出候補地としての関心の高い国々へ投資環境や ○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
市場の視察を行う視察団（ミッション）を派遣。
〔電話：東京〕03-3852-5511
現地政府、現地企業との意見交換や短期間で効率 https://www.jetro.go.jp/events/mission.html
的に現地の情報収集が行えるほか、進出を考える
企業同士のネットワークも構築可能。
○中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課
◇進出候補地に専門家を同行派遣【有料】
〔電話〕03-5470-1522
⇒海外現地に専門家を同行派遣し、進出先の立地条
http://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.ht
件・選定方法等、事業化可能性調査（Ｆ／Ｓ調査）
ml
に関するアドバイスを提供。

○日本政策金融公庫 東京相談センター
〔電話〕03-3270-1260
◇必要資金の融資（海外展開資金）⇒海外での事業の 全国各支店 https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
開始または拡大に必要な事業資金（海外企業に対
する転貸資金を含む）を融資。
○商工組合中央金庫 お客様サービスセンター
〔電話〕03-3246-9366
④国際展開を
全国各支店 https://www.shokochukin.co.jp/tenpo/index.html
金融面から
応援
◇事業資金の借り入れ時の債務保証

○（社）全国信用保証協会連連合会
（海外投資関係信用保証制度）
〔電話〕03-6823-1200
⇒中小企業が国内金融機関から海外投資事業資金の
http://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/kaigaitenkai.html
融資を受ける際、保証協会が債務保証を実施。

（２）海外進出「後」支援

機関名・連絡先・URL

◇海外ブリーフィング【無料】
○日本貿易振興機構（お客様サポート課）
①海外の情報
⇒ＪＥＴＲＯ海外事務所（世界約７０箇所）におい
〔電話〕03-3582-5319
を提供
て現地の経済・産業・制度情報、ブジネス環境等
https://www.jetro.go.jp/services/briefing.html
の各種情報を提供。

◇相談受付【無料】
⇒ＪＥＴＲＯ海外事務所および在外日本商工会議所 ○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
では、進出企業が現地で直面する問題等について、 〔電話〕03-3582-5511
無料相談を実施。また、在外日本商工会議所では
進出日系企業の抱える経営上の隘路事項等につい ○日本商工会議所 国際部
て、現地政府に対し改善を要望。

〔電話〕03-3283-7851

②海外事業の
◇現地の法律や会計など専門的な情報の提供・アドバ
円滑化に向
イス【無料】
けたアドバ
○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
⇒海外の法制度、税務、労務、取引の適正化等、専
イスの提供
〔電話〕03-3582-5511
門性の高い経営課題について、現地法律事務所や
会計事務所等を活用し、情報提供やアドバイスを
実施。

◇知的財産権の侵害状況調査【一部補助】

○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）

⇒海外で知的財産権の侵害を受けている企業の個別 〔電話〕03-3528-5511
要望に基づき、知的財産権の侵害状況を調査。
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/

◇販路開拓支援【無料】
（トレード・タイアップ・プロモーション・プログラ
③販路開拓（ビ
ムデータベース提供事業）
○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
ジ ネ ス マ ッ ⇒国内外企業が投資、技術提携、貿易等の希望条件を
〔電話〕03-3582-5511
チング）を支
インターネットから直接登録、または検索・閲覧し、
https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html
援
希望にあった相手企業に直接コンタクトできる他、
自社製品のＰＲ、取引企業探しをインターネットで
行うことが可能。
◇人材育成支援【一部補助】
④ 国 際 展 開 を （中小企業専門家派遣事業、県集事業）
○海外産業人材育成協会（AOTS）
効 果 的 に 進 ⇒海外に進出している日系中小企業や商取引関係にあ
〔電話〕03-3549-3050
める人材の
る現地企業に対する専門家派遣、従業員等の日本受
http://www.aots.jp/
育成を応援
入れ、技術（生産性・品質向上等）
・管理面に関する
指導・研修を実施。
○日本政策金融公庫 東京相談センター
〔電話〕03-3270-1260
◇必要資金の融資（海外展開資金）⇒海外での事業の 全国各支店 https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
開始または拡大に必要な事業資金（海外企業に対
⑤国際展開を
金融面から
支援

する転貸資金を含む）を融資。

○商工組合中央金庫 お客様サービスセンター
〔電話〕03-3246-9366
全国各支店 https://www.shokochukin.co.jp/tenpo/index.html

◇事業資金の借り入れ時の債務保証
○（社）全国信用保証協会連連合会
（海外投資関係信用保証制度）
〔電話〕03-6823-1200
⇒中小企業が国内金融機関から海外投資事業資金の
http://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/kaigaitenkai.html
融資を受ける際、保証協会が債務保証を実施。

⑥海外への一
時 輸 出 入 手 続 ◇職業用具、商品見本、見本市への展示品などを海外 ○一般社団法人
きに関する情
報を提供

日本商事仲裁協会（ＪＣＡＡ）

へ一時的に輸出入する場合に、免税かつ迅速な通関 〔電話：東京〕03-5280-5200
を可能とさせるＡＴＡカルネおよび台湾向けＳＣＣ 〔電話：大阪〕06-6944-6163
カルネに関する情報提供。
http://www.jcaa.or.jp

２．輸出等支援
◇世界各国の貿易制度や投資制度などの情報提供【無料】
○日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ総合案内）
⇒世界各国の投資環境に関する情報（貿易制度や投資
〔電話：東京〕03-3852-5511
制度等）、ジェトロ調査レポート、よくある貿易投資
https://www.jetro.go.jp/world/
相談事例を提供。

① 輸 出 先 市 場 ◇経済連携協定（EPA）締結国との間の優遇情報などの
の情報を提
提供【無料】
○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
供
⇒日本と経済連携協定（EPA）を締結し、EPA が発行 〔電話〕03-3582-5511
している国との間の貿易では、関税率の優遇等のメ https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/epa.html
リットを受けることが可能。日本貿易振興機構では、
活用にあたり必要な情報の提供や個別相談を実施 ○日本商工会議所 国際部
（詳細は右記 URL にて）。また、日本商工会議所国 〔電話〕03-3283-7850
際部では、関税率の優遇措置を受けるために必要な https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
原産地証明等の手続きに関する相談に応じている。

◇個別相談受付【無料】
○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
⇒海外ビジネス専門の地域別や分野別のアドバイザー
〔電話〕03-3582-5511
が、貿易投資や国際展開に関する相談に応じ、アド
https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/
バイスを実施。

②海外事業展
◇輸出候補地の調査【一部（半額）補助】
開に向けたア
○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
（中小企業商品海外調査事業）
ドバイスの提
〔電話〕03-3582-5511
⇒海外の地域やマーケットを絞り、商品需要動向・競合
供
https://www.jetro.go.jp/services/quick_info.html
関係等の調査を実施。

◇輸出有望案件の発掘・輸出支援【サービスの提供は無 ○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
料。自己負担部分あり】
〔電話〕03-3582-5511
⇒優れた技術・製品を持ちつつ輸出経験のない中小企業 https://www.jetro.go.jp/services/export.html
の方々に輸出実現に向けたハンズオン支援を実施。

③海外市場で
通用するブラ
ンドの構築・
強化を支援

◇JAPAN ブランド育成支援⇒中小企業の新たな海外販
路の開拓につなげるため、複数の中小企業が連携し、
○JAPAN ブランド育成支援事業（中小企業庁）
自らの持つ素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/
支援を行うとともに、それに基づいて行う商品の開発
や海外展示会出展等の取組に対する支援を実施
◇海外展示会への出展支援【一部補助】

○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）

⇒海外各地で行われる展示会にジャパンブースを設置 〔電話〕03-3582-5511
し、皆様の参加を支援。
https://www.jetro.go.jp/services/tradefair/

④販路開拓（ビ
ジネスマッ
チング）の支 ◇販路開拓支援【無料】
○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
援
（トレード・タイアップ・プロモーション・プログラム 〔電話〕03-3582-5511
データベース提供事業）
https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html

⑤海外への輸
出を金融面
から応援

◇海外への輸出を行う際のリスクをカバーする保険

○日本貿易保険（NEXI）お客様相談室

⇒国内企業が輸出する際に、輸出先国において発生す 〔東京支店〕03-3512-7712
る非常危険（輸入規制・戦争等）や信用危険（輸出相 〔大阪支店〕06-6233-4017
手方の倒産等）によって、輸出不能や代金回収不能と
http://nexi.go.jp
なったことによる損失をカバーする保険を用意。

３．合弁や技術連携など外国企業との業務連携支援
◇販路開拓支援【無料】
（トレード・タイアップ・プロモ ○日本貿易振興機構（JETRO 総合案内）
ーション・プログラムデータベース提供事業）＜再掲＞ 〔電話〕03-3582-5511
http://www.jetro.go.jp/ttppi/

４．国際商事紛争の解決
○一般社団法人 日本商事仲裁協会（JCAA）
◇商事紛争に関する仲裁・調停の手続き管理。仲裁・調 〔電話：東京〕03-5280-5200
停に関する相談も実施。
〔電話：大阪〕06-6944-6163
〔URL〕http://www.jcaa.or.jp

