
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 1 日 

宮城県・公益社団法人宮城県国際経済振興協会 



－みやぎ海外ビジネス支援施策インデックスについて－ 

 本施策インデックスは、中小企業の海外展開を支援するため各支援機関が実施している主な支

援施策を、中小企業の方々の海外展開の事業段階に応じて整理し、その概要を紹介したもので

す。

＜施策一覧＞ 

 

 

＜施策概要＞   

 

 
＜注意点＞ 

・本施策インデックスは、令和４年４月 1日現在のものです。 

・掲載している内容（支援内容、実施方法、料金等）は、変更される場合があります。また、施

策によっては公募期間が設けられており、ご利用いただけない場合があります。 

・本施策インデックスは、全ての海外展開の支援施策を網羅するものではありません。 

どこに相談していいのか分からない場合 

海外展開の支援施策について知りたい、相談したい ページ 

 宮城県 01 海外ビジネス相談窓口 4 

 

Ⅰ 計画策定段階  

① 海外の情報を収集したい ページ 

 JETRO 01 ジェトロ海外情報ファイル（J-FILE） 4 

02 世界のビジネスニュース（ビジネス短信） 4 

03 国際ビジネス情報番組「世界は今 -JETRO Global Eye」 5 

04 貿易実務オンライン講座 5 

05 セミナー 5 

06 ジェトロ・メンバーズ 6 

中小機構 01 海外ビジネスナビ 6 

JICA 01 JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業相談窓口 6 

② 海外展開についてアドバイザーへ相談したい ページ 

 宮城県 01 みやぎグローバルビジネスアドバイザー相談事業 7 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-02 

世界のビジネスニュース（ビジネス短信） 

【JETRO】 

支援内容  「ビジネス短信」（旧「通商弘報」）は、世界主要国・地域の制度、統計、市

場動向などを、毎日発信しています。 

実施方法 ウェブページから情報の入手、検索ができます。 

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査企画課 

 TEL 03-3582-3518  EMAIL j-tanshin@jetro.go.jp 

 

海外展開の事業段階 

支援機関 

支援施策名 

受けたい 

支援内容 

支援施策名 

詳細や公募情報については記載の URL をご

覧いただくか、お問合せ先にお電話くださ

い。 
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 宮城県 01 海外ビジネス相談窓口 4 

 

Ⅰ 計画策定段階  

① 海外の情報を収集したい ページ 

 JETRO 01 ジェトロ海外情報ファイル（J-FILE） 4 
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中小機構 01 海外ビジネスナビ 6 

JICA 01 JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業相談窓口 6 

② 海外展開についてアドバイザーへ相談したい ページ 

 宮城県 01 みやぎグローバルビジネスアドバイザー相談事業 ６ 

仙台市産業振興事業団 01 仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクト 7 

中小機構 01 海外展開ハンズオン支援事業 7 

02 e コマース活用支援 8 

JETRO 01 貿易投資相談 8 

02 海外ブリーフィングサービス ８ 

03 海外コーディネーターによる海外展開支援相談サービス ８ 

みやぎ産業振興機構 01 専門家派遣事業 9 

③ 事業化に向けて調査したい、計画を立てたい ページ 

 JETRO 01 海外ミニ調査サービス ９ 

02 輸出専門家による個別支援サービス（農林水産・食品分野） 10 

03 新輸出大国コンソーシアム パートナーによるハンズオン支援 10 

04 見本市・展示会データベース（J-messe） 10 

JICA 01 基礎調査 11 

02 案件化調査（中小企業支援型・SDGs ビジネス支援型） 11 

03 普及・実証・ビジネス化事業 

（中小企業支援型・SDGs ビジネス支援型） 

12 
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Ⅱ 事業準備段階 

① 海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい ページ 

 中小機構 01 中小企業向け研修 12 

JICA 01 グローバル人材の「採用」(ボランティア経験者への求人票の提供) 13 

02 グローバル人材の「育成」（JICA 海外協力隊（民間連携）） 13 

03 幅広いグローバル人材情報へのアクセス 

（PARTNER 登録人材情報閲覧サービス） 

13 

仙台市 01 海外展開オンラインセミナー 14 

02 海外展開チャレンジ支援メールマガジン 14 

JETRO 01 高度外国人材活躍推進プラットフォーム 14 

02 中小企業海外ビジネス人材育成塾 15 

② 国内で海外への販路を開拓したい ページ 

 宮城県 01 アクセル（仙台港国際ビジネスサポートセンター） 15 

02 夢メッセみやぎ（みやぎ産業交流センター） 15 

JETRO 01 海外における EC 販売プロジェクト（JAPAN MALL 事業） 16 

02 国際ビジネスマッチング 引き合い案件データベース（e-

Venue） 

16 

03 海外バイヤー招聘・個別商談会 16 

04 Japan Street 17 

中小機構 01 マッチングサイト「J-GoodTech（ジェグテック）」 17 

③ 海外で直接販路を開拓したい ページ 

 仙台市 01 海外オンライン展示商談会出展（調整中） 17 

JETRO 01 海外展示会出展支援 18 

02 海外ミッション派遣 18 

03ビジネスアポイントメント取得サービス（会員限定サービス） 18 

 

Ⅲ 事業開始・拡大段階 

① 資金を調達したい ページ 

 宮城県 01 地域産品輸出促進助成事業補助金 19 

仙台市 01 仙台市輸出入チャレンジ支援助成金 19 

中小機構 01 ファンド出資事業 19 

② 海外での知的財産に関するサポートを受けたい ページ 

 JETRO 01 中小企業等外国出願支援事業 20 

みやぎ産業振興機構 01 宮城県中小企業等外国出願支援事業 20 

③ 知的財産権・法律問題等について相談したい ページ 

 JETRO 01 模倣品・海賊版被害相談窓口 21 

④ 海外進出時・進出後にサポートを受けたい ページ 

 JETRO 01 海外進出企業の支援サービス 21 
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Ⅳ 対象国･地域が限定されている支援施策 

① 海外の情報を収集したい ページ 

 仙台市 01 仙台－タイ経済交流サポートデスク 21 

② 国内で海外への販路を開拓したい ページ 

 中小機構 01 海外経営者との商談会（CEO ネットワークプロジェクト） 22 

③ 海外進出時・進出後のサポートを受けたい ページ 

 宮城県 01 宮城県アセアンビジネスアドバイザリーデスク 22 

七十七銀行 01 七十七銀行海外ネットワークによる支援 23 

JETRO 01 海外ビジネスサポートセンター（BSC） 

  【インド、ベトナム、ミャンマー】 

23 

 

Ⅴ 対象分野が限定されている支援施策 

① 海外展開についてアドバイザーへ相談したい ページ 

  JETRO 01 農林水産物・食品輸出相談窓口 23 
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どこに相談していいのかわからない場合＞海外展開の支援施策について知りたい、相談したい 

宮城県 

-01   

海外ビジネス相談窓口 

【宮城県】 

支援内容  どこに相談していいのかわからない方は、まずこちらへご相談ください。海外

展開を目指す中小企業の方々からのご相談内容に応じ、県や各種支援機関や支援

施策をご案内します。 

料金等 無料 

お問合せ先 宮城県国際ビジネス推進室  

TEL 022-211-2962   FAX 022-268-4639 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-01 

ジェトロ海外情報ファイル（J-FILE） 

【JETRO】 

支援内容  世界のビジネス情報を集めたデータベースから必要な情報を入手できます。ま

た、特定国・地域の情報・統計を検索し、データを比較表示することができます。 

実施方法 ウェブページから情報の入手、検索ができます。 

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

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 

TEL 03-3582-5511 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-02 

世界のビジネスニュース（ビジネス短信） 

【JETRO】 

支援内容  「ビジネス短信」（旧「通商弘報」）は、世界主要国・地域の制度、統計、市

場動向などを、毎日発信しています。 

実施方法 ウェブページから情報の入手、検索ができます。 

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査企画課 

 TEL 03-3582-3518  EMAIL j-tanshin@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-03 

国際ビジネス情報番組 

「世界は今 -JETRO Global Eye」             

【JETRO】 

支援内容  国内外のネットワークをフルに活用し、世界の経済・産業の最新動向や貿易・

投資などの国際ビジネスに役立つ情報を約 10 分間の番組として、皆様にお届け

しています。 

実施方法 ウェブページからご覧いただけます。 

https://www.jetro.go.jp/tv/ 

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）情報データ統括課 映像メディア班 

TEL 03-3582-5219 E-mail PLG-TV@jetro.go.jp 

http://www.jetro.go.jp/world/
http://www.jetro.go.jp/biznews/
https://www.jetro.go.jp/tv/
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Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-04 

貿易実務オンライン講座 

【JETRO】 

支援内容  貿易実務をいつでもどこでも学習できるオンライン講座です。初めて貿易実務を

学習する方から、1 ランク上の実務知識を身に付けたい方まで、段階に応じて貿易

実務を学習していただけます。従来の基礎編、応用編、英文契約編、中国輸出ビジ

ネス編に加え、2018年から速習版として、輸出商談編と英文ビジネス e メール編

を開講しています。 

実施方法 ウェブページからお申込みいただけます。 

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

料金等 受講料（講座内容により異なります）が必要となります。 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）お客様サポート課 

TEL 03-3582-5163 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-05 

セミナー 

【JETRO】 

支援内容  国・地域別の海外市場動向や知的財産権、貿易実務に関するノウハウなど、企業

のニーズに応じたテーマを選定し、ジェトロ東京本部をはじめ、全国各地の貿易情

報センターで定期的にセミナーを開催しています。開催形式としては、会場集合型

とオンラインがあります。 

実施方法 各イベントの概要や申込み方法等はウェブページ等によりご案内します。

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

宮城県内のイベント情報はジェトロ仙台のウェブページをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/sendai/ 

料金等 セミナー毎に異なります。 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）：TEL 03-3582-5511 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JETRO 

-06 

ジェトロ・メンバーズ 

【JETRO】 

支援内容  ジェトロの有料会員制度。日本企業の海外ビジネスを幅広くサポートするジェト

ロのサービスをお得に利用できるパッケージです。特徴 1：最新ビジネス情報（世

界貿易投資報告、ジェトロ貿易ハンドブックなど）を定期的に提供、特徴 2：有料

サービス（展示会や海外企業信用調査など）の割引利用、特徴 3：会員限定メニュ

ー（海外事務所によるオンラインブリーフィング、ジェトロの使い方ガイダンスの

開催、セミナーのライブ配信、会員限定のビジネス交流会など）をご提供します。 

実施方法 ウェブページよりお申込いただけます。https://www.jetro.go.jp/members/ 

料金等 年会費：7７,000 円（税込） 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）お客様サポート課（会員サービス班） 

メンバー・サービスデスク TEL 0120-124-344 

E-mail jmember@jetro.go.jp 

http://www.jetro.go.jp/elearning/
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/sendai/
https://www.jetro.go.jp/members/
mailto:jmember@jetro.go.jp
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Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

中小機構 

-01 

海外ビジネスナビ 

【中小機構】 

支援内容 海外展開を実施・検討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・取り組み事例をタイムリーに掲載します。 

支援対象 

支援項目等 

- 

実施方法 ウェブページでご覧いただけます。 

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）中小企業基盤整備機構 販路支援部 海外展開支援課 

TEL 03-5470-1522 

 

Ⅰ計画策定＞①海外の情報を収集したい 

JICA 

-01 

JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業相談窓口 

【JICA】 

支援内容 JICA 中小企業・SDGsビジネス支援事業への応募を検討中の民間企業の皆様か

ら個別相談を受け付けています。事業内容や準備段階に応じて、適した支援メニュ

ーを共に検討し、応募に向けたコンサルテーションを行います。 

実施方法 「個別相談申込フォーム」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、E-mail

（thicjpp@jica.go.jp）にてお申し込みください。 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/inquiry.html 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）国際協力機構（JICA）東北センター市民参加協力課 

TEL 022-223-4772   E-mail thicjpp@jica.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

宮城県 

-01 

みやぎグローバルビジネスアドバイザー相談事業 

【宮城県】 

支援内容 海外ビジネスに関する専門的知識を持つアドバイザーが、貿易・投資・物流・輸出

入手続等に関する各種ご相談にお答えします。 

実施方法 「グローバルビジネスアドバイザー相談申込書」をダウンロードし、必要事項をご

記入の上、E-mail（gb@pref.miyagi.lg.jp）または FAX（022-268-4639）にて

お申し込みください。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/index02.html 

料金等 無料（海外への同行支援の経費は申込事業者負担） 

お問合せ

先 

宮城県国際ビジネス推進室 

TEL 022-211-2962   FAX 022-268-4639 

 

 

 

 

 

 

https://biznavi.smrj.go.jp/
https://www.jica.go.jp/priv_partner/inquiry.html
mailto:gb@pref.miyagi.lg.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/index02.html
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 Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい                                 

仙台市産業

振興事業団 

-01 

仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクト 

【仙台市産業振興事業団】 

支援内容 フィンランド製品の輸入やフィンランドを通じた EU への輸出に関心のある企

業様に，パートナー発掘〜販売ルート確立までをご支援いたします。 

支援対象 

支援項目等 

 仙台を拠点として，Wellbeing（＝ウェルビーイング：生活の質の豊かさ）を実

現させるための製品の開発・輸出入を検討されている企業（個人事業主を含む）様

が対象です。 

 主に， 

 ①輸出入を円滑に進めるためのパートナー発掘 

 ②現地に受け入れられるためのローカライズ 

 ③販売ルート確立 

までをご支援いたします。 

料金等 無料（事業メニューによって，一部有料のものもございます） 

お問合せ先 公益財団法人仙台市産業振興事業団 FWBC 推進室 

TEL 022-303-2666 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい                                   

中小機構 

-0１ 

海外展開ハンズオン支援事業 

【中小機構】 

支援内容 海外ビジネスの専門家が、海外事業の準備・スタートアップから事業化までの各

ステージに応じて、最適な支援を提供いたします。 

支援対象 

支援項目

等 

＜支援対象＞海外への進出を希望する中小企業の皆さま 

（専門家によるアドバイス支援） 

海外展開の検討に係る疑問や貿易・契約等の実務的課題の解決に向け、専門家

が無料でアドバイスをいたします（１回１時間程度）。 

  ※貴社への出張アドバイス、オンライン相談、メールアドバイスも可 

 

（専門家の派遣および現地調査・商談支援） 

・専門家を定期的・継続的に貴社へ派遣し、海外ビジネスの事業化・拡大のため

の計画策定を支援（最大１年半、月２回程度）。 

・海外現地調査、商談の訪問候補先リストアップ・アポイント取得サポート。 

・現地調査、商談への専門家の同席・フォローアップ。 

・中小機構による海外現地での通訳、移動車両の手配及び費用の負担。 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、支援の一部を見合わせております。 

詳細はお問合せください。（2022 年 4 月時点） 

実施方法 お問合せ先、または以下ウェブページよりお申込みください。 

https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.html 

料金等 全て無料（海外渡航に係る渡航費・宿泊費等は自己負担となります） 

お問合せ

先 

（独）中小企業基盤整備機構 東北本部  

企業支援部 支援推進課 TEL 022-３９９-９０３１ 

E-mail tohoku-kokusai@smrj.go.jp 

https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.html
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Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

中小機構 

-0２ 

e コマース活用支援 

【中小機構】 

支援内容 e コマース（電子商取引／EC）市場が急拡大する中、EC に取り組む中小企業

者の方々に対して、国内に加え、海外向け（越境 EC）のニーズに対応したオンラ

イン講座の配信やマッチングイベントの開催、専門家によるアドバイスを提供し

ています。 

支援対象 

支援項目等 

- 

実施方法 ウェブページでご覧いただけます。 

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援企画課 

TEL 03-5470-1681 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

JETRO 

-01 

貿易投資相談 

【JETRO】 

支援内容  海外ビジネスを検討・実践する際、さまざまな段階で発生する実務面の疑問点な

ど、貿易投資に関する各種質問に実務経験豊富なアドバイザーが対応します。 

実施方法  ウェブページまたは電話（022-223-7484）によりお申込みいただけます。

相談は原則として事前予約制です。http://www.jetro.go.jp/services/advice/ 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

JETRO 

-02 

海外ブリーフィングサービス 

【JETRO】 

支援内容  世界 70 ヵ所を超える海外事務所にて、現地一般経済情報やビジネス環境につい

て、海外スタッフが情報提供をしています。一部オンラインで実施可能。 

実施方法 ウェブページからお申込みいただけます。

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

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

JETRO 

-03 

海外コーディネーターによる海外展開支援相談サービス 

【JETRO】 

支援内容  ジェトロの海外事務所に配置された農林水産･食品、アパレル･テキスタイル、デ

ザイン製品・伝統産品、コンテンツ、機械･部品、環境エネルギー分野のコーディ

ネーター（専門家）が、中小企業の皆様からの相談（現地の売れ筋商品、現地販売

可能性等）にお答えします。 

https://ec.smrj.go.jp/
http://www.jetro.go.jp/services/advice/
http://www.jetro.go.jp/services/briefing/
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実施方法 ジェトロ国内事務所で、ご相談、お申込みをお受けします。 

農水食品分野：http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/ 

その他分野：https://www.jetro.go.jp/services/platform/ 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞②海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

みやぎ産業

振興機構 

-01 

専門家派遣事業 

【みやぎ産業振興機構】 

支援内容 新分野進出、新製品開発、情報化促進、経営革新などを図ろうとする中小企業者

等に、専門的な知識や経験を有する当機構の登録専門家を派遣し、課題解決のた

めの診断・助言を行います。 

※派遣回数は 1 社あたり原則 5 回以内。 

 （1 回あたりの派遣時間：原則 3時間以内） 

実施方法 ウェブページでご覧いただけます。 

https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken 

料金等 専門家の謝金（1回あたり 33,000 円）の 3分の 1 及び旅費の 3分の 1 を負

担（一括前納）していただきます。 

※小規模企業者に該当する場合、派遣回数 5 回のうち、3回目までの負担を軽減

します。 

お問合せ先 （公財）みやぎ産業振興機構 事業支援課 

TEL 022-225-6697   FAX 022-263-6923 

E-mail soudan@joho-miyagi.or.jp 

 

Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JETRO 

-01 

海外ミニ調査サービス 

【JETRO】 

支援内容 海外取引の足掛かりとなる情報をジェトロ海外事務所がお調べします。現地の基

本情報を取得したい方、海外取引の参考情報を取得したい方等のご利用をお勧めし

ます。 

実施方法 ウェブページからお申込みいただけます。

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

料金等 ご依頼の内容（調査項目、難易度）により料金が異なります。ジェトロ・メンバー

ズ会員割引制度があります。 

（22,000 円～） 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

TEL 022-223-7484 

 

 

 

 

 

http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/
https://www.jetro.go.jp/services/platform/
https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken
mailto:soudan@joho-miyagi.or.jp
http://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
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Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JETRO 

-02 

輸出専門家による個別支援サービス（農林水産・食品分野） 

【JETRO】 

支援内容 農林水産・食品分野の専門家が、お客様の商品や会社の状況にあわせて戦略を策

定し、マーケット・バイヤー情報の収集や海外見本市の随行、商談の立会い、最終

的には契約締結までお手伝いします。 

実施方法 ご利用には事前審査が必要となります。詳細はウェブページによりご確認くださ

い。https://www.jetro.go.jp/services/export.html 

料金等 ジェトロによる相談･指導に係る費用は無料です。 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JETRO 

-03 

新輸出大国コンソーシアム パートナーによるハンズオン支援 

【JETRO】 

支援内容  海外ビジネスに精通した専門家（パートナー）が、継続的な企業訪問・海外出張

同行を通じて、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一

貫して支援します。 

実施方法 ご利用には事前審査が必要となります。詳細はウェブページでご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/consortium/expert/partner.html 

料金等 ジェトロによる相談･指導に係る費用は無料です。 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JETRO 

-04 

見本市・展示会データベース（J-messe） 

【JETRO】 

支援内容  世界の見本市・展示会情報をウェブサイトで随時提供しています。各国・地域の

見本市・展示会情報について、業種別、開催地別、会期順等で検索できるほか、世

界の主要な展示会場の情報、海外で開催された展示会のレポートなど、様々な見本

市・展示会関連情報とトピックスをご覧いただけます。 

実施方法 ウェブページから情報の入手、検索ができます。 

http://www.jetro.go.jp/j-messe/ 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

※個別の見本市・展示会に関する詳細情報は、各主催者への直接のお問い合わせを

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/services/export.html
https://www.jetro.go.jp/consortium/expert/partner.html
http://www.jetro.go.jp/j-messe/
mailto:SEN@jetro.go.jp
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Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JICA 

-01 

基礎調査 

 【JICA】 

支援内容 開発途上国の課題解決に貢献し得るビジネスモデルの検討に必要な基礎情報の

収集を支援します。 

支援対象 

支援項目等 

【支援対象】中小企業、中小企業団体の一部組合 

【対象国】JICA在外事務所等が設置されているODA対象国 

【上限金額】850 万円（遠隔地域（注）を対象とする場合は、980万円）を上限             

      （注）東アジア、東南アジア、南アジア以外の地域。 

【調査期間】数ヶ月〜1年程度 

実施方法 中小企業、中小企業団体の一部組合からの提案を公募します。 

【公募時期】 2022年秋以降 

備考 ※2022年度に制度改編を予定しています。詳細は決まり次第、以下ウェブペー

ジにてご案内します。 

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

お問合せ先 （独）国際協力機構（JICA）東北センター市民参加協力課 

TEL 022-223-4772   E-mail thicjpp@jica.go.jp 

 

Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JICA 

-02 

案件化調査【中小企業支援型・SDGs ビジネス支援型】 

 【JICA】                        

支援内容 途上国の課題解決に貢献し得る技術・製品・ノウハウ等を活用したビジネスアイ

デアや ODA 事業での活用可能性の検討、ビジネスモデルの策定を支援します。 

【中小企業支援型】 

支援対象 

支援項目等 

【支援対象】中小・中堅企業、中小企業団体の一部組合 

【対象国】JICA在外事務所等が設置されているODA対象国 

【上限金額】 3,000万円（機材の輸送が必要な場合は、5,000 万円）を上限 

【調査期間】 数ヶ月〜1年程度 

実施方法 中小・中堅企業、中小企業団体の一部組合からの提案を公募します。 

【公募時期】 2022年秋以降 

【SDGsビジネス支援型】 

支援対象 

支援項目等 

【支援対象】「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人 

【対象国】JICA 在外事務所等が設置されている ODA対象国 

【上限金額】 850万円を上限 

【調査期間】 数ヶ月〜1 年程度 

実施方法 「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人からの提案を公募します。 

【公募時期】 2022年秋以降 

備考 ※2022年度に制度改編を予定しています。詳細は決まり次第、以下ウェブページ

にてご案内します。 

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

お問合せ先 （独）国際協力機構（JICA）東北センター市民参加協力課 

TEL 022-223-4772   E-mail thicjpp@jica.go.jp 

 

 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
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Ⅰ計画策定＞③事業化に向けて調査したい、計画を立てたい 

JICA 

-03 

普及・実証・ビジネス化事業【中小企業支援型・SDGs ビジネス支援型】 

【JICA】                                                            

支援内容 途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの事業化に向けて、技術・製品・ノウハウ 

等の実証活動を含むビジネスモデルの検証、提案製品等への理解の促進、ODA 事業

での活用可能性の検討等を通じた事業計画案の策定を支援します。 

【中小企業支援型】 

支援対象 

支援項目等 

【支援対象】中小・中堅企業、中小企業団体の一部組合 

【対象国】JICA在外事務所等が設置されているODA対象国 

【上限金額】 1 億円（大規模／高度な製品等を実証する場合は、1.5億円）を上限 

【調査期間】 1～3年程度 

実施方法 中小・中堅企業、中小企業団体の一部組合からの提案を公募します。  

【公募時期】 2022年秋以降 

【SDGsビジネス支援型】 

支援対象 

支援項目等 

【支援対象】「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人 

【対象国】JICA 在外事務所等が設置されている ODA対象国 

【上限金額】 5,000万円を上限 

【調査期間】 1～3 年程度 

実施方法 「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人からの提案を公募します。 

【公募時期】 2022年秋以降 

備考 ※2022年度に制度改編を予定しています。詳細は決まり次第、以下ウェブページ

にてご案内します。 

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

お問合せ先 （独）国際協力機構（JICA）東北センター市民参加協力課 

TEL 022-223-4772   E-mail thicjpp@jica.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

中小機構 

-01 

中小企業向け研修 

【中小機構】 

支援内容  これから海外進出を考えている中小企業が円滑に海外ビジネスを進めていくため

の研修、海外取引（輸出・輸入・三国間取引・委託加工・委託販売・ライセンス取

引）を図る企業の経営管理者・実務責任者が、必要な知識・ノウハウを身に付ける

ための研修、海外販路開拓を図る企業の経営管理者・実務責任者が、必要な知識・

ノウハウを身に付けるための研修等を行います。 

実施方法 中小企業大学校において受講者を募集します。

https://www.smrj.go.jp/institute/index.html 

料金等 研修ごとに異なります。詳細はウェブページによりご確認ください。 

お問合せ

先 

（独）中小企業基盤整備機構 人材支援部 

TEL 03-5470-1560 

 

 

 

 

 

https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
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Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

JICA 

-01 

グローバル人材の「採用」(ボランティア経験者への求人票の提供) 

【JICA】 

支援内容  JICA 海外協力隊経験者の採用を希望する企業の求人情報を、帰国後就職を希望

する隊員経験者に提供します。海外協力隊活動により異文化適応能力等を備えた、

企業の海外展開に貢献できる人材を採用することができます。 

実施方法 【受付時期】随時受付 

JICA 受付窓口（求人情報担当）にご連絡ください。 

http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/info/index.html 

料金等 無料 

お問合せ

先 

上記「JICA 受付窓口」をご確認いただき、詳細は以下までご連絡願います。 

（独）国際協力機構（JICA） 青年海外協力隊相談役 

TEL 022-223-4772  E-mail jicathic-cs1@jica.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

JICA 

-02 

グローバル人材の「育成」（JICA 海外協力隊（民間連携）） 

【JICA】 

支援内容  企業の社員を青年海外協力隊やシニア海外協力隊として途上国に派遣し、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育成とともに現地ネットワークの構築を支援します。 

実施方法 【受付時期】 随時受付 

各企業のニーズを踏まえて協議・調整の上、派遣国や活動内容、職種、派遣期間を

カスタマイズします。 

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

【派遣期間】 1～2 年程度（3～11か月の短期派遣については応相談） 

料金等 無料（現地生活費、住居費、往復渡航費を JICA が負担します。） 

（注）派遣中の人件費については企業の負担となります。 

お問合せ

先 

（独）国際協力機構（JICA）青年海外協力隊事務局 参加促進課 

TEL 03-5226-3513  E-mail jvtpp_gs@jica.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

JICA 

-03 

幅広いグローバル人材情報へのアクセス（PARTNER 登録人材情報閲覧

サービス）  

【JICA】 

支援内容 PARTNER は、国際社会を舞台に活躍を目指す人材と、海外／国内問わず国際

感覚を持ち業務に取り組める人材を求めている企業・団体とを結び付ける「国際キ

ャリア総合情報サイト」です。途上国をはじめとする海外経験を有する方、海外に

関係する仕事に就くことを希望する方が４万人以上登録しています。登録企業・団

体はサイトに求人情報を掲載でき、その情報は登録人材にメール配信されます。ま

た、登録人材でプロフィールを公開している方の情報閲覧や、閲覧した人材へのダ

イレクトメッセージ送信サービスをご利用いただけます。求人情報以外にも、登録

企業・団体が主催・共催・後援するイベントの情報や CSR 等の活動報告の掲載も

可能です。 

実施方法 【受付時期】 随時受付 

http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/info/index.html
http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/
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ウェブページから登録並びに情報の入手、検索ができます。

https://partner.jica.go.jp/ 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）国際協力機構（JICA）人事部 PARTNER 事務局 

TEL 03-5226-6785  E-mail jicahrp@jica.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

仙台市 

-0１ 

仙台市海外展開オンラインセミナー 

【仙台市】 

支援内容 海外ビジネス展開を目指す事業者に出展を見据えた実践的なレクチャーを実施し

ます。 

実施方法 詳細未定。確定次第ホームページ掲載予定です。 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kokusai.

html 

料金等 無料 

お問合せ

先 

仙台市経済局産業振興課国際経済室 

TEL 022－214－1005  E-mail kaigai-challenge@city.sendai.jp 

                              

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

仙台市 

-02 

仙台市海外展開チャレンジ支援メールマガジン 

【仙台市】 

支援内容 メールマガジンを通じて海外ビジネスに役立つ情報などを提供し、海外ビジネス

への挑戦する事業者発掘を行います。 

実施方法 隔週配信 

バックナンバーをホームページに掲載しています。 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/mailma

g.html 

料金等 － 

お問合せ

先 

仙台市経済局産業振興課国際経済室 

TEL 022－214－1005  E-mail kaigai-challenge@city.sendai.jp 

                              

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい                                     

JETRO 

-01 

高度外国人材活躍推進プラットフォーム 

【JETRO】 

支援内容 日本企業の高度外国人材採用支援のため、ポータルサイトの運営および、高度外

国人材活躍推進コーディネーターを配置し、中堅・中小企業への伴走型支援を実施

しています。 

【ポータルサイト内容】 

○イベントカレンダー：全国各地のセミナー・交流会等をカレンダー形式で一覧

化。 

○関係機関情報集約：関係機関の情報をまとめるとともに各地の取り組みを掲載。 

○企業情報：高度外国人材に関心のある企業の情報と連絡先を掲載。 

○大学情報：企業との接点を求める留学生のいる大学の情報と連絡先を掲載。  

支援対象 高度外国人材の採用を検討している日本企業 

https://partner.jica.go.jp/
mailto:jicahrp@jica.go.jp
http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kokusai.html
http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kokusai.html
mailto:kaigai-challenge@city.sendai.jp
http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/mailmag.html
http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/mailmag.html
mailto:kaigai-challenge@city.sendai.jp
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支援項目等 ※伴走型支援は中堅・中小企業が対象。 

実施方法 高度外国人材活躍推進ポータル： 

https://www.jetro.go.jp/hrportal/ 

高度外国人材活躍推進コーディネーターによる伴走型支援（審査有り）： 

https://www.jetro.go.jp/services/escort.html 

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞①海外展開に向けてグローバル人材を育成したい、確保したい 

JETRO 

-02 

中小企業海外ビジネス人材育成塾 

【JETRO】 

支援内容 中小企業において海外ビジネスを中核的に推進できる人材を育成します。基礎

研修で海外展開戦略の立て方や戦略の進め方、プレゼンテーションの進め方など

の基礎的なビジネススキルを身に付けます。その上で、参加者が基礎研修において

作成した海外展開戦略や商談ツールについて、海外現地専門家等による個別コン

サルティングを行います。 

支援対象 

支援項目等 

自社で海外展開（輸出）を行っている、もしくは行う予定のある中小企業（中小

企業基本法による定義に基づく）の海外事業担当者 

実施方法 オンライン（一部集合型の可能性あり） 

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい 

宮城県 

-01 

アクセル（仙台港国際ビジネスサポートセンター） 

【宮城県】 

支援内容  仙台港の国際貿易における港湾業務機能を支援するため、オフィスを賃貸して

います。 

 所 在 地/仙台市宮城野区港 3丁目 1-3 

 構造・規模/SRC 造一部 S 造、地上 5 階建、延床面積 10,750㎡ 

 施 設 構 成/オフィス、会議室 他 

料金等 月額賃料 2,117 円/㎡、共益費 907円／㎡ 

敷  金 月額賃料 6ヶ月分（オフィス） 

お問合せ先 宮城県企業局公営事業課 TEL 022-211-3414 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい 

宮城県 

-02 

夢メッセみやぎ（みやぎ産業交流センター） 

【宮城県】 

支援内容  仙台国際貿易港に隣接した展示場や多彩な施設を利用しながら、さまざまなスタ

イルのイベントが開催できます。 

 所 在 地/仙台市宮城野区港 3丁目 1-７ 

 展示場/本館:東北最大 7,500 ㎡（3 分割可）西館 1F:1,295 ㎡ 

 屋外展示場/5,000 ㎡の展示場に隣接する屋外スペース 

https://www.jetro.go.jp/hrportal/
https://www.jetro.go.jp/services/escort.html
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 ホール/本館会議棟 1F:410 ㎡ 50４人収容可（2 分割可）西館 1F:598 ㎡ 

 会議室/本館会議棟 2F:189 ㎡ 20７人収容可（3 分割可の空間） 

     西館 1F:（大 1０８席）270㎡（中 4２席）105 ㎡（小 2４席）77 ㎡ 

     西館 2F:（3０席）90 ㎡ 他 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、施設の使用が一部制限される場合

があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

お問合せ

先 

一般財団法人みやぎ産業交流センター TEL 022-254-7111 

宮城県国際政策課  TEL 022-211-2972 

 

Ⅱ事業準備＞② 国内で海外への販路を開拓したい     

JETRO 

-01 

海外における EC 販売プロジェクト（JAPAN MALL 事業） 

 【JETRO】 

支援内容 60 以上の海外の主要 EC サイトによる日本商品の買い取り販売を支援する事

業です。海外 EC サイトが現地市場の目線で販売したい日本商品の調達をジェト

ロが支援し、EC サイトが選定した商品を日本企業から買い取り、現地の自社倉庫

にストックして直接販売します。 

支援対象 

支援項目等 

対象者：日本企業及び海外進出日系企業 

対象品目：食品、化粧品、日用品、生活雑貨等 

実施方法 企業・商品情報を下記サイトよりご登録ください。 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/ 

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい 

JETRO 

-0２ 

国際ビジネスマッチング 引き合い案件データベース（e-Venue） 

【JETRO】 

支援内容  B to B 取引の機会を提供するデータベースです。国内外の企業が登録したビジ

ネスに関連する世界の商品・サービスをご覧いただけます。“閲覧、登録は無

料”、用意するものは E メールアドレスとインターネット環境だけです。 

実施方法 ウェブページにて閲覧、登録等を行うことができます。 

https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/?language=ja 

料金等 無料 

お問合せ

先 

下記のお問い合わせフォームよりお願いします。  

https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/support?language=ja 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい 

JETRO 

-0３ 

海外バイヤー招聘・個別商談会 

【JETRO】 

支援内容  機械、農林水産･食品、デザイン･伝統産品、ファッション（繊維、アパレル）、

コンテンツ（映画、アニメなど）などの各分野において、海外から有力なバイヤー

や代理店候補を招聘し、海外市場開拓を目指す日本企業の方々との個別商談会を開

催します（無料で通訳をご用意します）。新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、現在大多数がオンライン開催となっています。 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/?language=ja
https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/support?language=ja
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実施方法 ウェブページにより商談会の概要やお申込み方法等をご案内します。なお、地方で

開催するイベントは、最寄のジェトロ事務所にお尋ねください。

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

料金等 商談会への参加は無料です。 

お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい                               

JETRO 

-04 

Japan Street 

【JETRO】 

支援内容 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。 

支援対象 

支援項目等 

全業種 

実施方法 詳細はウェブページをご確認ください。

https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html 

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞②国内で海外への販路を開拓したい 

中小機構 

-0１ 

マッチングサイト「J-GoodTech（ジェグテック）」 

【中小機構】 

支援内容  ジェグテックは、日本の中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジネスマ

ッチングサイトです。 

ジェグテック内に自社の専用のページを持ち、自社の製品・技術・サービスなどを

国内外の企業に向けて発信することで、ジェグテックへ登録された中小企業や国内

大手企業、海外企業へ販路開拓を行うことができます。また、販路拡大のみなら

ず、技術連携、生産連携、販売連携など、自社のニーズに合わせた新規取引先を探

すことができます。 

実施方法 会員制（無料）です。詳細はウェブページよりご確認ください。 

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/ 

料金等 無料 

お問合せ

先 

（独）中小企業基盤整備機構 販路支援部（ジェグテック担当） 

 TEL 03-5470-1824 

 

Ⅱ事業準備＞③海外で直接販路を開拓したい 

仙台市 

-01 

海外オンライン展示商談会出展（調整中） 

【仙台市】 

支援内容 海外向けオンライン展示商談会へ仙台市として出展します。 

支援対象 

支援項目

等 

1 展示会概要 

詳細未定。確定次第ホームページ掲載予定です。 

2 出展目的 

http://www.jetro.go.jp/events/tradefair/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/
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 仙台市・宮城県内で開発・生産・加工された医療・福祉機器製品、食品・飲料等

について、オンライン上での PR 活動や商談を行うもの 

実施方法 仙台市経済局産業振興課国際経済室への問い合わせ・お申込み 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/index.html  

料金等 － 

お問合せ

先 

仙台市経済局産業振興課国際経済室 

TEL 022－214－1005  E-mail kei008030@city.sendai.jp 

 

Ⅱ事業準備＞③海外で直接販路を開拓したい 

JETRO 

-01 

海外展示会出展支援 

【JETRO】 

支援内容  ジェトロが主催・参加する海外展示会のジャパンブースへの出展をサポート

（出展手続き、出品物の通関・輸送、展示会の広報等、各種サービスをパッケ

ージで提供）します。新型コロナウイルス感染症の影響により、現在大多数が

オンライン開催となっています。 

実施方法 出展企業・団体を公募します。 

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

料金等 展示会により異なります。展示会の出展費の一部をジェトロが負担します。

個々の出品料は各展示会への出展案内にてご案内します。 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

Ⅱ事業準備＞③海外で直接販路を開拓したい 

JETRO 

-02 

海外ミッション派遣 

【JETRO】 

支援内容  日本企業の方々の関心が高い、あるいは、情報ニーズは高いものの単独企業

では情報入手が困難な海外市場、有望投資先に向けて、ミッションを派遣して

います。現地では、市場・関係先の視察、関係者との意見交換、ビジネスマッ

チングなどのプログラムを提供し、日本企業の方々の市場開拓･海外進出をサ

ポートします。新型コロナウイルス感染症の影響により、現在実施を見合わせ

ています。 

実施方法 ミッションの概要（訪問先、日程、申込方法等）はウェブページ等によりご案

内します。 

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

料金等 ミッションにより異なります。 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 

Ⅱ事業準備＞③海外で直接販路を開拓したい 

JETRO 

-03 

ビジネスアポイントメント取得サービス（会員限定サービス） 

【JETRO】 

支援内容  ご指定の外国企業との現地での商談アポイントメントを日本国内の企業に代

わってお取りします。ジェトロ・メンバーズ限定のサービスとなります。 

実施方法 ウェブページからお申込みいただけます。

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/appointment.html 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/index.html
mailto:kei008030@city.sendai.jp
http://www.jetro.go.jp/services/tradefair/
http://www.jetro.go.jp/events/mission/
https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/appointment.html
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料金等 指定企業のアポイントメント 1 件当たり 10,560 円（税込）／1 社 1回  

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

TEL 022-223-7484 

 

Ⅲ事業開始・拡大＞①資金を調達したい 

宮城県 

-０1 

地域産品輸出促進助成事業補助金 

【宮城県】 

支援内容 県内で産出・生産される農林水産物及びその加工品の輸出を促進するため、

生産者等が海外で開催される商談会等に参加して現地取引先を開拓する取組に

対し、渡航費等を補助します。 

支援対象 

支援項目等 

 ※2022年度に制度改編を予定しています。詳細は決まり次第、以下ウェブ

ページにてご案内します。 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hojojigyou-index.html 

お問合せ先 宮城県国際ビジネス推進室 TEL 022-211-2346 

 

Ⅲ事業開始・拡大＞①資金を調達したい 

仙台市 

-01 

仙台市輸出入チャレンジ支援助成金 

【仙台市】 

支援内容 仙台市内企業の海外市場開拓を促進し、本市経済の国際化・活性化を図るた

め輸出、輸入及びアプリケーションのローカライズに係る費用を助成します。 

支援対象 

支援項目等 

対 象 者：仙台市内に本社を置く中小企業者 

対象経費：Ⅰ海外で開催される見本市出展（海外向けのオンラインによる出展も

含む）、初年度輸出、越境 EC など輸出に関する経費 

Ⅱ海外からの輸入（初回サンプルの輸入）を行う経費 

Ⅲ海外から国内・国内から海外へのアプリケーションのローカライズ 

を行う経費 

助成経費：対象経費の１／２以内  助成上限 50 万円 

実施方法 仙台市経済局産業振興課国際経済室への問い合わせ・お申込み 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html 

お問合せ先 仙台市経済局産業振興課国際経済室 

TEL 022－214－1005  E-mail kei008030@city.sendai.jp  

 

Ⅲ事業開始・拡大＞①資金を調達したい 

中小機構 

-01 

ファンド出資事業 

【中小機構】 

支援内容  中小企業に対する投資事業を行う民間機関等とともに投資ファンド（投資事

業有限責任組合）を組成し、中小企業の資金調達の円滑化と踏み込んだ経営支

援（ハンズオン支援）を通じて、ベンチャー企業や既存中小企業の新事業展開

の促進または中小企業の再生等を支援します。 

実施方法  投資対象等はファンドごとで異なります。詳細は各投資会社へご確認くださ

い（中小機構のウェブページのファンド検索機能をご活用ください）。 

https://www.smrj.go.jp/supporter/fund_investment/index.html 

料金等 － 

お問合せ先 （独）中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hojojigyou-index.html
http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html
mailto:kei008030@city.sendai.jp
https://www.smrj.go.jp/supporter/fund_investment/index.html
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TEL 03-5470-1672 

 

Ⅲ事業開始・拡大＞②海外での知的財産に関するサポートを受けたい  

JETRO 

-01 

中小企業等外国出願支援事業 

【JETRO】 

支援内容 中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画し

ている中小企業等に対して、国内出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同内容の

外国出願にかかる費用の半額を助成します。 

支援対象 

支援項目等 

中小企業者、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ 

実施方法 詳細はウェブページでご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

お問合せ先 ジェトロ知的財産課 外国出願デスク 

TEL 03-3582-5642 E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp 

Ⅲ事業開始・拡大＞②海外での知的財産に関するサポートを受けたい 

みやぎ産業

振興機構 

-01 

宮城県中小企業等外国出願支援事業 

【みやぎ産業振興機構】 

支援内容  中小企業等による海外での産業財産権の取得を資金面から支援し、海外での知

的財産活動の活性化を図ることを目的として、外国出願に要する経費の一部を補

助します。 

補助対象 

補助項目等 

補助対象者：諸外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定（複数案件も可）

しており、「本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力でき、かつ外国特許庁

への出願・登録業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる、または自ら同業務

を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業

者」で、次のいずれかの機関であること 

（１）宮城県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成され

るグループ（構成員のうち、中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の利益

となる事業を営む者） 

（２） 地域団体商標に係る外国特許庁への商標登録については、上記の（１）及

び商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人等 

（３）法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方（個人事業主） 

補助対象経費：外国特許庁に出願するための経費（外国特許庁への出願手数料、国

内・現地代理人費用、翻訳費用）。なお、採択前に発生した費用、日本国特許庁に

支払う費用については、対象となりません。 

補助率：補助対象経費の２分の１以内 

補助上限額： 

・特許 １５０万円 

・実用新案、意匠、商標 各６０万円 

・冒認対策商標 ３０万円 

 ※但し、１企業に対する補助金の上限額は３００万円 

実施方法 ウェブページでご覧いただけます。 

https://www.joho-miyagi.or.jp/gaikoku-shienn 

お問合せ先 (公財)みやぎ産業振興機構 地域連携推進課 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
https://www.joho-miyagi.or.jp/gaikoku-shienn
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TEL:022-225-6638 FAX:022-263-6923 

E-mail koudo@joho-miyagi.or.jp 

 

Ⅲ事業開始・拡大＞③知的財産権・法律問題等について相談したい 

JETRO 

-01 

模倣品･海賊版被害相談窓口 

【JETRO】 

支援内容  海外における知的財産問題でお困りの方のご相談（電話、メール可）を受け

付けています。 

実施方法 電話、Email で相談を受け付けているほか、ジェトロ本部（東京）に直接ご

来訪いただいての相談にも応じています（要予約） 

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 知的財産課 

Tel 03-3582-5198 E-mail chizai@jetro.go.jp 

※直接ご来訪いただく際は、あらかじめ電話でご予約ください。 

 

Ⅲ事業開始・拡大＞④海外進出時・進出後のサポートを受けたい 

JETRO 

-01 

海外進出企業の支援サービス 

【JETRO】 

支援内容  海外進出企業に対して、ジェトロ海外事務所において現地の経済・産業･制

度情報、ビジネス環境等各種情報を提供します。また個別相談対応により問題

の解決支援を行います。 

実施方法 進出先のジェトロ事務所へお申込みいただけます。

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

料金等 無料 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 

現地進出企業の方：上記のジェトロ HPよりアドバイザーの在籍する海外事務

所をご確認の上、直接お問合せください。 

日本国内企業の方：仙台貿易情報センター TEL 022-223-7484 

 

Ⅳ対象国・地域限定＞①海外の情報を収集したい            対象国・地域：タイ 

仙台市 

-0１ 

仙台‐タイ経済交流サポートデスク 

【仙台市】 

支援内容 平成 26 年 5月より、タイ・バンコク都に「仙台－タイ経済交流サポートデス 

ク」を設置。仙台市・宮城県産品のタイへの輸出・進出サポート 

支援対象 

支援項目

等 

対 象 者：以下のすべてに該当する方。 

タイへの製品・技術等の輸出または進出を検討している方 

仙台市内に事業所を置く、または、仙台・宮城県産品の輸出を検討して

いる企業等  

支援内容： 輸出・進出に関する相談受付 

現地市場動向・販路などの情報提供 

現地での企業訪問等の活動サポート 

テストマーケティング、出張代行 

海外展開セミナー、現地視察レポート 

mailto:koudo@joho-miyagi.or.jp
http://www.jetro.go.jp/services/ip/
http://www.jetro.go.jp/services/advisor/
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その他、国際経済交流に関すること 

※サポートデスクスタッフとのやり取りは、基本的には電話・E メールとなります。

状況に応じて、タイや東京での面談も可能です。 

費用：輸出・進出検討段階における上記支援内容にかかる費用は、原則無料です。

ただし、翻訳費・弁護士依頼費・サポートデスクスタッフの交通費などの

実費は、支援を受ける企業等の負担となります。  

実施方法 仙台市経済局産業振興課事業推進室への問い合わせ・お申込み 

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/support.html  

料金等 － 

お問合せ

先 

仙台市経済局産業振興課事業推進室 

TEL 022－214－1005  E-mail kei008030@city.sendai.jp 

 

Ⅳ対象国・地域限定＞②国内で海外への販路を開拓したい 

対象国・地域：下記ウェブページを参照ください 

中小機構 

-0１ 

海外経営者との商談会（CEO ネットワークプロジェクト） 

【中小機構】 

支援内容 日本企業との連携を希望する海外企業経営者（CEO）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ます。 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン商談になる可能性もご

ざいます。 

支援対象 

支援項目

等 

＜支援対象＞海外への進出を希望する中小企業の皆さま 

＜支援項目＞商談での通訳手配、専門家同席による商談サポート 

＜開催実績＞2021 年 11 月  医療機器 CEO 商談会（オンライン） 

      2021 年 12 月 CEO 商談会＠新価値創造展（オンライン） 

      2022 年 1 月 先端産業 CEO 商談会（オンライン） 

      2022 年 2 月 フードテクノロジーCEO 商談会（オンライン） 

                                    等 

実施方法 ウェブページ掲載の年間計画に沿って随時募集を行います。 

https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html 

お問合せ

先 

（独）中小企業基盤整備機構 TEL 03-5470-2375 

E-mail ceo-network@smrj.go.jp 

 

Ⅳ対象国・地域限定＞③海外進出時・進出後のサポートを受けたい 

対象国・地域：マレーシア、インドネシア、シンガポール等 

宮城県 

-01 

宮城県アセアンビジネスアドバイザリーデスク 

【宮城県】 

支援内容 宮城県では、県内企業のマレーシア・インドネシア・シンガポール等における

販路開拓を支援するため、現地事情に精通した企業への業務委託により、「宮城

県アセアンビジネスアドバイザリーデスク」を設置しています。企業の利用申込

に基づき、適切な情報提供や、海外進出準備支援などを行います。 

実施方法 ウェブページより「利用の手引き」をご覧いただき、利用申込書に必要事項をご

記入の上、メール又は FAX によりお申込ください。（５月開始予定） 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r4aseandesk.html 

料金等 原則無料・但し、同一利用者による利用は３回まで。（利用者の渡航経費、デス

http://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/support.html
mailto:kei008030@city.sendai.jp
https://www.smrj.go.jp/sme/market/ceo/index.html
mailto:ceo-network@smrj.go.jp
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r4aseandesk.html
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クスタッフの交通費、利用者からの通信費などは利用者負担となります。） 

お問合せ先 宮城県国際ビジネス推進室  

TEL 022-211-2962  FAX 022-268-4639 

 

Ⅳ対象国・地域限定＞③海外進出時・進出後のサポートを受けたい 

対象国・地域：アジア諸国 

七十七銀行 

-01 

七十七銀行海外ネットワークによる支援 

【七十七銀行】 

支援内容 七十七銀行では、海外ビジネスに関する外部提携機関等（海外金融機関、海外

及び国内専門機関、地方公共団体等）と提携し、海外販路開拓・拡大や各種貿易

取引等、海外ビジネスにおける支援を行っています。現地における融資や預金口

座開設、各種ビジネス相談、現地情報の提供など、お客様の海外ビジネスをワン

ストップでサポートします。 

実施方法 詳細はウェブページよりご確認ください。 

https://www.77bank.co.jp/kokusai/kaigaitoushi.html 

料金等 支援内容により異なります。 

お問合せ先 株式会社七十七銀行 市場国際部アジアビジネス支援室 

TEL 022-211-9880 FAX022-721-5877 

 

Ⅳ対象国・地域限定＞③海外進出時・進出後のサポートを受けたい 

対象国・地域：インド、ベトナム、ミャンマー 

JETRO 

-01 

海外ビジネスサポートセンター（BSC） 

【JETRO】 

支援内容 ジェトロ・ビジネス・サポートセンター（BSC）は、インド・ベトナム・ミャ

ンマーへの投資、技術提携を検討する企業に短期の貸しオフィス、アドバイザー

によるコンサルティングサービスを提供し、ビジネス立ち上げ時のコストとリス

クを軽減します。 

実施方法 お申込みの際は、申請書類を下記問い合わせ先にご提出いただきます。

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

料金等 国により異なります。 

お問合せ先 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） ビジネス展開支援課  

TEL 03-3582-5017 FAX 03-3585-7289 

E-mail oba-bsc@jetro.go.jp 

 

Ⅴ対象分野限定＞①海外展開についてアドバイザーへ相談したい 

対象分野：農林水産物、食品 

JETRO 

-01 

農林水産物・食品輸出相談窓口 

【JETRO】 

支援内容  農林水産物・食品の輸出に関する各種問い合わせにお答えする窓口をジェトロ本

部、国内外事務所に設置しています。 

実施方法 ご相談は、電話、Email で受け付けているほか、仙台事務所に直接ご来訪いただい

ての対応も可能です（要予約）。 

http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/ 

料金等 無料 

https://www.77bank.co.jp/kokusai/kaigaitoushi.html
http://www.jetro.go.jp/services/bsc/
mailto:oba-bsc@jetro.go.jp
http://www.jetro.go.jp/services/advice/agri_foods/
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お問合せ

先 

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター： 

TEL 022-223-7484  E-mail SEN@jetro.go.jp 

 


