
中小企業等の海外展開支援施策について

平成2９年８月
東北経済産業局　産業部　国際課

TEL:022-221-4907



知る・調べる
海外展開の目的の明確化

海外展開実現までのロードマップ
－　  主な支援施策活用のイメージ －

海外展開の情報収集 事業計画の策定
専門家への相談

商談・契約交渉
契約成立／法人登記

販路拡大

海外投資
　　　　

代理店・バイヤー等の
海外パートナー探し

海外に進出する
海外の取引先・提携先等の開
拓

  

　

　■ ウェブマッチング（中小機構、ジェトロ）

　■ 海外展示会への出展（中小機構、ジェトロ）

　■ 海外バイヤーとの商談会（中小機構、ジェトロ）

商品開発

資金調達

STEP
１

STEP
２

　■ F/S支援（中小機構）

　■ 新輸出大国コンソーシアム（ジェトロ他）

計画する・準備す
る
国内での準備・計画策定

■ 情報収集（貿易投資相談等）　　　　　　　　　　（中小機構、ジェ
トロ）
■ 海外ビジネスの専門家による個別アドバイス　　　（中小機構、ジェ
トロ）
■ 契約までのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　 （ジェト
ロ）

【 戦略策定・商品開発・販路開拓等
　（中小企業庁、東北経済産業局）
■JAPANブランド育成支援事業
■地域資源、農商工、新連携
■持続化補助金
■ものづくり・商業・サービス補助金
等

＊他の支援施策との連携（研究開発、諸
省エネ設備等）

■ 海外展開相談

■　セミナー
　（中小機構、ジェト
ロ）

事業の安定・拡大
海外販路拡大・現地拠点設立

STEP
３

STEP
４

　■　知的財産に関するアドバイス　（特許庁、INPIT 等）
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　■ 海外現地プラットフォームコーディネーターによるアドバイス　（ジェトロ）

　■ 融資の活用　（商工中金、日本政策金融公庫）
　■ 信用保証制度　（信用保証協会）

事業再編

　■ グローバル人材の育成
　　　　　　　　（HIDA、中小機構）

　■ 事業再編支援（中小機構）



ふるさと名物応援事業
平成29年度予算額 13.5億円（10.0億円）

1,2 中小企業庁　創業・新事業促進課
   03-3501-1767
3 商務情報政策局　生活文化創造産業課
   03-3501-1750
4 製造産業局　生活製品課　伝統的工芸品産業室
   03-3501-3544

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 中小企業・小規模事業者等
補助（定額、2/3、1/2）

事業イメージ

事業目的・概要
l 全国津々浦々の地域や中小企業・小規模事業者の活性化を図るため、各

地域にある地域資源を活用した「ふるさと名物」のブランド化などに対

する支援を行います。

l 具体的には、中小企業・小規模事業者が地域資源活用や農林漁業者との

連携によって行う商品・サービス開発や販路開拓の取組を支援するとと

もに、一般社団法人等による事業者支援の取組を支援します。

l また、地域の団体等による農商工等連携体構築の機会の創出を支援しま

す。

l さらに、地域の関係者を巻き込み、特色を活かした産品をブランド化し

て国内外に売り出す「ふるさとプロデューサー」人材を育成、またその

人材の活用を促進します。

l 併せて、地域産品の強みを活かし、海外展示会出展等を通じてブランド

確立や海外販路開拓に取り組む事業を支援します。成果目標
l 平成27年度から平成31年度までの5年間の事業であり、開発した商品・サー

ビスの市場取引達成率80％を目指します。

民間
団体等

委託 中小企業・
小規模事業者
民間団体等

補助（2/3）

１．ふるさと名物支援事業

l ①中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業者との連携により行

う、商品・サービスの開発や販路開拓を支援します（補助上限500万円（機械

化・IT化の場合：1,000万円、4者以上のグループの場合：2,000万円）、補助率

1～2回目：2/3、3～5回目：1/2）。また、消費者嗜好に関する情報提供等を通

じて事業者を支援する一般社団法人等の取組を支援します（補助上限1,000万円、

補助率2/3）。

l ②地域の団体等が農林漁業者のニーズを解決するため農商工連携体構築を促進

する取組を支援します。

l ③地域の関係者を巻き込み、魅力ある地域資源をブランド化して、国内外に売

り出す取組の中心的人材をOJT研修等により育成し、その活動を支援します。

２．JAPANブランド育成支援事業

l 地域産品が持つ素材や技術等の強みを活かし、ブランドコンセプトの確立に向

けた戦略の策定を支援します（補助上限200万円、定額補助）。また、海外展

示会出展等を通じてブランド確立や海外販路開拓に取り組む事業を支援します

（補助上限2,000万円、補助率2/3）。

３．JAPANブランド等プロデュース支援事業

４．産地ブランド化推進事業

l 伝統工芸や繊維等の産地への観光客誘致・海外販路開拓を後押しするため、各

産地にデザイナー等の外部人材を招聘する取組等を支援します（補助上限5,000

万円、定額補助）。

l 海外のニーズ等に詳しい外部人材を活用し、日本の特色を活かした商材の開発、

ブランディング、PR・流通までのプロデュース活動を支援します（補助率2/3）

。

1.①
2.
4.

3.

1.②
1.③ 国

補助
（定額）

委託

国
民間
団体等

中小企業・
小規模事業者
民間団体等 3



機密性２

（具体的な例：有限会社柏崎青果）

＜事業の概要・目的＞
○ 小売事業者等が、地域資源（注）を活用した商品・役務の開発や
販路開拓等の取組を国が支援することにより、地域の中小企業者に
よる売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地
域経済の活性化及び地域中小企業者の振興に寄与することを目的と
した事業です。

　（注）「地域資源」とは、中小企業地域資源活用促進法に基づき都道府県知事が
指 定 し
　　た農林水産品、鉱工業品及びその技術、観光資源。

ふるさと名物応援事業補助金（地域産業資源活用事業） ※通称：地域資源（活用型）

＜支援内容＞
○補助対象者
（１）中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計

画（開発・生産型）の認定を受けた中小企業者・個人事業者
　　（中小企業には、中小組合、農協、農業法人、森林組合、漁協等

を含む）

○補助内容

（１）補助対象事業
　  　地域産業資源活用事業計画（開発・生産型）に基づいて実施され

る地域資源を活用した商品又はサービスの試作・開発、市場動向
調査、販路開拓、広報等の事業

（２）補助上限額・補助率
　　・補助上限額　 ：５００万円（４者以上の共同申請２，０００万
円）
　　・補助率　　　　 ：２／３以内（１、２回目）、１／２以内（３
～５回目）
　　・補助期間　　　：３～５年間（認定事業計画に準ずる）
　　・補助対象経費：

＜事業イメージ＞

【黒ごぼうを活用したノンカフェインティーなど飲食料品開発】

　　全国一の生産量を誇る青森県産のごぼうを原料として黒ご
ぼうを製造する。黒ごぼうは原体だけでなく、ごぼう茶とブレ
ンドした黒ごぼう茶を製造するほか、粉末化し菓子原料、サプ
リメントとして販売する。黒ごぼうは特許技術を用いた新しい
食品である。商品特性として、製造単価が低いこと、血糖値上
昇抑制効果を持つなどの優位性がある。

◆具体的な補助事業対象経費の内容（例）
　・試作原料費、試作加工費
　・大学等との共同研究費
　・成分分析依頼
　・パッケージ試作デザイン費
　・展示会出展料（国内、海外）
　・国内外への販路開拓のための旅費
　・商品ＰＲのための広報費用　等

国内外販路開拓
・商品ＰＲ

新サービス開発

新商品開発を活用して

事業費
①謝金、②旅費、③借損料、④産業財産権等取得費、⑤雑役務費、
⑥委託費

販路開拓費
⑦展示会等出展費、⑧マーケティング調査費、⑨広報費、⑩委託
費

試作・開発費 ⑪原材料費、⑫機械装置等費、⑬試作・実験費、⑭委託費

　
経
済
産
業
省

補助

計画認定
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機密性２

（具体的な例）

＜事業の概要・目的＞
○ 小売事業者等が、地域資源（注）を活用した商品・役務に関する
市場動向等の情報を地域の製造事業者等にフィードバックする取組
を国が支援することにより、地域の製造業者等による消費者嗜好を
捉えた売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、
地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的と
した事業です。

　（注）「地域資源」とは、中小企業地域資源活用促進法に基づき都道府県知事
が指定した農林水産品、鉱工業品及びその技術、観光資源。

　
経
済
産
業
省

補助

　　消費者・バイヤー

ふるさと名物応援事業補助金（小売業者等連携支援事業） ※通称：地域資源（小売型）

＜支援内容＞
○補助対象者

（１）中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計
画（需要開拓型）の認定を受けた中小企業者（事業組合、農協、
漁協、森林組合、３セク等も含む）

（２）中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用支援事
    業計画の認定を受けた一般社団法人、一般財団法人、特定非営
    利活動法人（各法人には、半数が中小企業など要件有）

○補助内容

（１）補助対象事業
　  　地域産業資源活用事業計画（需要開拓型）又は地域産業資源活
    用支援事業計画に基づいて実施される「ふるさと名物」の市場動向
    調査、販路開拓、広報等の事業

（２）補助上限額・補助率
　　・補助上限額　 ：１，０００万円
　　・補助率　　　　 ：２／３以内（１、２回目）、１／２以内
（３～５回目）
 　 ・補助期間　　　：３～５年間（認定事業計画に準ずる）
　　・補助対象経費：旅費、市場調査費、催事等の設営費、広報費等
　　　　　　　　　　（注）商品等の開発費や仕入れに係る経費は補
助対象外
　　　　　　　　　　（注）応援宣言型のみ人件費が対象

＜事業イメージ＞

【一般社団法人Ａ協会が地域産品のブランド化を支援】

　Ｂ地域の地域資源○○○は、国内生産量が全国第１位と、全
国的にも知名度が高い地域資源であるが、その加工品は、これ
まで統一コンセプトによるブランド化等がなされておらず、そ
の商圏も一部の地域に限られていた。
　そこで、地域の生産業者、加工業者、商工団体等と連携し、
ブランド戦略を構築することになり、Ａ協会もこれまで培って
きた販売ノウハウを活かし、催事スペースでその商品を販売す
るスペースを用意するとともに、来場者や購入者の感想やアン
ケート結果などを製造業者にフィードバックし、○○○を活用
した地域産品のブランド化の支援を行う。

　　◆具体的な補助事業対象経費の内容（例）
　　　・展示会出展料
　　　・商品ＰＲのための広報費用
　　　・首都圏への販路開拓のための旅費
　　　・アンテナショップ運営（賃貸料など）
　　　・市場調査に係る委託費用　　等

販路開拓
・商品Ｐ
Ｒ 消費者ニーズ等の把握

フィードバッ
ク

連携

補助事業者
『ふるさと名物』
を製造する中小

企業者

フィードバックの結
果を商品改良等に活

用

計画認定
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機密性２

（具体的な例：株式会社ゆう幸 × 赤倉栗園 ）

＜事業の概要・目的＞
○中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源
を有効に活用して行う新商品・新役務の開発、需要の開拓等を行う
ことを目的とした事業です。

ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業） ※通称：農商工連携

＜支援内容＞
○補助対象者
（１）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関す

る法律第4条第1項に基づく「農商工等連携事業計画」の認定を受
けた中小企業者・農業者

（中小企業者には、中小組合、農協、農業法人、森林組合、漁協等を含む、
　　　農林漁業者には、農協、農業法人、森林組合、漁協等を含む）

○補助内容

（１）補助対象事業
　  　「農商工等連携事業計画」に基づいて実施される試作・開発、市

場動向調査、販路開拓、広報等の事業

（２）補助上限額・補助率
　　・補助上限額　 ：５００万円（農業者の機械化・IT化を進める機

械開発等の場合：１，０００万円）
　　・補助率　　　　 ：２／３以内（１、２回目）、１／２以内（３
～５回目）
　　・補助期間　　　：３～５年間（認定事業計画に準ずる）
　　・補助対象経費：

＜事業イメージ＞

【安全で高品質な善兵衛栗（西明寺栗）を使用した高価値な栗菓子
の開発・製造・販売】

　化学肥料不使用と徹底した品質管理体制により安全で高品質
な善兵衛栗（西明寺栗）を使用し、その品質と希少性の高さを
有効活用し、菓子作りの高レベルな技術ノウハウにより開発す
る高価値な栗菓子の製造と販売を行う。

◆具体的な補助事業対象経費の内容（例）
　・試作原料費、試作加工費
　・成分分析依頼
　・パッケージ試作デザイン費
　・展示会出展料（国内、海外）
　・国内外への販路開拓のための旅費
　・商品ＰＲのための広報費用　等

事業費
①謝金、②旅費、③借損料、④連携構築費（イ．連携に必要な
システム構築費、ロ．契約締結費）、⑤産業財産権等取得費、
⑥雑役務費、⑦委託費

販路開拓費
⑧展示会等出展費、⑨マーケティング調査費、⑩広報費、⑪委
託費

試作・開発費 ⑫原材料費、⑬機械装置等費、⑭試作・実験費、⑮委託費

　
経
営
資
源

　
経
営
資
源

中小企業

○試作品開発
○市場調査、展示会
　　出展
○専門家による
　 指導・助言

中小企業者、農林漁業者の経営の向上

中小企業者と農林漁業者のビジネス連携による
新商品・新事業開発を支援

農林漁業者
　
経
済
産
業
省

補助

計画認定
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機密性２

7

平成２９年度当初予算ふるさと名物応援事業補助金　採択事業一
覧

地地地地地地地地地地【地地地地：２７地】

補助事業者名 所在地 事業テーマ

有限会社十和田乗馬倶楽部 青森県十和田市 独自技術で改良した「新南部馬」を活用した競技流鏑馬のブランド化

河野商店 青森県むつ市 青森県下北半島産アピオスを活用した食品開発、販売事業

株式会社北彩屋 青森県むつ市 むつ市大畑産『海峡サーモン』及び『真イカ』を活用した新商品開発販売事業

株式会社今井産業 青森県平川市 青森県産の杉・りんご樹の端材を活用した波型木質新素材（波型ボード）の開発・販売

株式会社エビサワ農園 青森県東北町 農薬、化学肥料を使用しないで生産したヤーコン及び化学肥料を使用しないで生産したに
んにくを使った新商品の開発、製造、販売

Yプ プ プ プ プ プ プ プ プ プ 青森県大間町 下北半島大間町の農林水産資源を核とした観光ツアー及び関連商品の開発、販売事業

株式会社こめいち奥本商店 青森県佐井村 下北産ナマコを使ったサプリメント等の開発、製造、販売

なんぶ農援株式会社 青森県南部町 青森県南部地方特産の妙丹柿を利用したスイーツ及び柿酢などの開発、製造、販売

株式会社佐幸本店 岩手県久慈市 ヤマブドウ樹液を活用した化粧品用原料の開発及び販売

久慈琥珀株式会社 岩手県久慈市 久慈産琥珀を核とした粉末成形技術等によるアーバンアンバースタイル製品の開発とブラ
ンディング

及源鋳造株式会社 岩手県奥州市 南部鉄器の優れた機能性とデザイン性を兼ね備えたプロ向けの新たなテーブルウェアのブ
ランド化

今野印刷株式会社 宮城県仙台市 宮城県産和紙「柳生和紙」などを使用したグリーティングカード等ペーパーウェア製品の開
発・販売事業



機密性２
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補助事業者名 所在地 事業テーマ

株式会社かね久 宮城県仙台市 宮城県産有機ＪＡＳ米の「米ミルク（ライスミルクパウダー）」を活用した健康食品の開発・製
造・販路開拓とブランド化

有限会社ヤマコ武田商店 宮城県塩竈市 新産業観光資源となる塩釜市魚市場を活用した、飲食と水産業視察・体験観光事業の開
発

マルニ食品株式会社 宮城県登米市 「あおばの恋」等宮城県産小麦を活用した女性向け新テイストパスタ＆パスタスイーツの新
ブランド開発

株式会社あきた六次会 秋田県大館市 特殊飼育により価値を高めた独自ブランド比内地鶏（米代火内鶏）の雄鶏を最大限有効活
用した新商品開発及び販路開拓事業

有限会社登府屋旅館 山形県米沢市 本物の温泉を車いすでも楽しめ、和の文化を体験する宿と小野川温泉街のブランド化

青文テキスタイル株式会社 山形県米沢市 Aobunプ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ
展開を目指した販路拡大

株式会社安部吉 山形県米沢市 自社ブランドの確立及び電子ジャカードを活用したシルク織物の開発と海外販路開拓

有限会社畑田鐵工所 山形県鶴岡市 ファインバブル発生装置の商品化と農業・水産分野、他における全国展開事業

鶴岡シルク株式会社 山形県鶴岡市 産地間連携による新たな鶴岡シルク製品の開発と販路拡大及びブランド化の取組み

株式会社SHU TEC H 山形県酒田市 平滑で高品質な低価格ダイヤモンド薄膜基板および高付加価値応用製品の開発・事業化

佐藤繊維株式会社 山形県寒河江市 超希少性の高級ニット小物の開発と、新たな販売形態による地域ブランド化

有限会社奥山メリヤス 山形県寒河江市 超立体造形技術とマルチゲージ対応によるメイドインジャパンのトータルニットブランドの確
立

株式会社明友 山形県尾花沢市 米糠の特性を活かした健康志向派向け商品の開発・販売事業

オリエンタルカーペット株式会社 山形県山辺町 山形緞通の個人ユース向け絨毯の開発と販売～和モダンデザインによる新しい床からの
創造～

有限会社福島路ビール 福島県福島市 フルーツ王国福島のくだものを使用したフルーツビール（発泡酒）の開発と販路開拓事業



機密性２
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小売業者等連携支援地地【地地地地：３地】

補助事業者名 所在地 事業テーマ

岩手県産株式会社 岩手県矢巾町 岩手県農林水産物の特徴と加工事業者の特性を活かした加工食品の販路開拓と
ブランド構築事業

石巻うまいもの株式会社 宮城県石巻市 石巻に根付いているうまいものを地元から、日本全国、海外へ発信するプロジェク
ト

株式会社フカコラ美人 宮城県気仙沼市 気仙沼の幸を振舞う「ゑびす振舞い」プロジェクト～気仙沼食文化の発信のための
小規模事業者による高付加価値水産加工品等の販路開拓とブランド確立～

低未利用資源活用等農商工等連携支援地地【地地地地：１０地】

補助事業者名 所在地 事業テーマ

あおもり藍産業協同組合 青森県青森市 「あおもり藍」から抽出した機能性成分を使った商品による新たなブランド構築事
業

有限会社サンマモルワイナリー 青森県むつ市 スチュ－ベンを使用したシャンパーニュ方式によるスパークリングワインの開発、
製造、販売

株式会社蔵王あすなろファーム 宮城県蔵王町 蔵王産カズザキヨモギを使用した機能性表示食品「蔵王産ヨモギ・いちじくゼリー」
の開発及び販路開拓

須藤　勇一 宮城県登米市 土壌改良資材「リコ・ソイル」を活用したブランド農産物の商品化と販路開拓

株式会社草新舎 宮城県石巻市 鋭角・変形加工を可能にする新技法と大分県国東産七島藺による自然素材 デザ
イン畳の開発・販路開拓事業

株式会社東北農都共生総合研究所 宮城県仙台市 小川原湖産モクズガニを活用した、調味オイル等の開発、製造及び販路開拓

マルヒ食品株式会社 宮城県大崎市 宮城県大崎産食材による“汁物郷土料理”のレンジアップ商品および業務用食材
キットの開発・販売事業

株式会社ゆう幸 秋田県秋田市 安全で高品質な善兵衛栗（西明寺栗）を使用した高価値な栗菓子の開発・製造・
販売

三和油脂株式会社 山形県天童市 新油糧米「金のいぶき」を原料にしたプレミアム米油及び関連商品の開発と販売

合資会社大和川酒造店 福島県喜多方市 高品質で飲みごたえのある本格派の発泡性日本酒『純米大吟醸活性うすにごり』
の開発と販路開拓



＜事業の概要・目的＞
複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材や技術等の強
みを踏まえた海外展開の戦略を策定し、当該戦略に基づ
いて行う商品の開発や海外展示会への出展等のプロジェ
クトを支援することにより、中小企業の海外販路開拓の
実現を図ります。

　 ・戦略策定段階への支援
自らの強みを分析し、明確なブランドコンセプト等と
基本戦略を固めるため、専門家の招へい、市場調査な
どを行うプロジェクトを、１年間支援します。
・ブランド確立段階への支援
具体的なブランド確立及び海外販路開拓を図るため、
専門家の招へい、新商品開発、展示会出展等を行うプ
ロジェクトを支援します。海外販路開拓を継続的に支
援するため、最大３年間の支援を実施します。

※平成29年度予算案：ふるさと名物応援事業（13.5億円の内数）

＜事業イメージ＞

【「甲州ワイン」のＥＵ輸出プロジェクト】

・世界的な和食ブームを背景に、日本固有の
「甲州ブドウ」から造った「甲州ワイン」
を、ワインの本場欧州市場をターゲットと
して展開することで、 「甲州ワイン」の世
界的な認知と産地確立や市場拡大を目指す
取組。

・経済産業局が、３年間にわたり継続的に海
外でのプロモーション等を支援。

採択事例（実施プロジェクト例）

・ブランディングプロジェクト・クリエイティ
ブディレクターにアートディレクター佐藤
可士和氏を起用。

・国内最大のタオル産地である今治から、質
へのこだわりと使い心地を重視した、人に
やさしい安心・安全なタオルを提案してい
る。

１年目 ２年目

戦略策定段階
●ブランド戦
略
　策定のため
の
　市場調査等

　　市場調査

●ブランド確立、海外販路開拓の
　ための専門家の招へい、新商品
　開発、展示会出展等

３年目
2/3補助（各年とも2,000万円上限）

　　海外市場開拓

定額補助
（200万円上限）

複数の

中小企業者等

（４者以上）

【今治タオルプロジェクト】

＜支援内容＞
　補助対象者：商工会、商工会議所、組合、NPO法人、
　　　　　　　　　 　中小企業（４者以上）等
  補助上限額：戦略策定段階　　　　　200万円（定額補助）
 　　　　　　　　　  ブランド確立段階　　2,000万円（補

助率2/3）

ブランド確立段階

＜公募スケジュール＞
２月１３日（月）～３月１３日（月）

お問い合わせ先：JAPANブランド育成支援事業担当窓口
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/

JAPANブランド育成支援事業
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ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業の採択状況（東北地域／北東北）　平成16～29年度

<弘前市>
●弘前商工会議所・・・17～20年度　■津軽塗
　◆世界へ発信！「津軽うるおい、うるわし」事業プロジェクト
●弘前商工会議所・・・20～21年度　■津軽打刃物
　◆鍛冶町・鍛造刃物産業構築「津軽打刃物」ブランド展開プロジェクト
●弘前商工会議所・・・22～24年度　■津軽塗、打刃物、こぎん刺し、木
工等
　◆「弘前な空間デザイン」ブランディングプロジェクト
●ブナコ（株）・・・26～28年度　■ブナ
　◆地域資源活用による地域のグローバルリーティングブランド育成プロ
ジェクト
●（有）二唐刃物鍛造所・・・28年度　■津軽塗、打刃物、こぎん刺し、
木工等
　◆「弘前、未来のモノづくり」プロジェクト
<平川市>
●尾上町商工会・・・17年度　　■りんご
　◆リンゴの機能性を発揮した食品の高度ブランドの創造と発信事業
<下北郡東通村>
●東通村商工会・・・17～19年度　　■ホタテ、鮑、海鼠等
　◆飛躍する未来へ!!「ひがしどおり海山喰(か)さまい」創出プロジェクト
<八戸市>
●（株）八戸港貿易センター・・・22年度　　■いか、さば等
　◆八戸産水産加工品 中国市場販路拡大に向けた輸出戦略
　－「八戸いか・さば」インチャイナ・プロジェクト－
●（株）金入・・・26年度　　■伝統工芸品
　◆日本の技×NYハイエンドデザインギフト商品開発事業
●（株）ファーストインターナショナル・・・28年度
■りんご、水産加工品、和菓子等
　◆青森～北米・ハワイの地域を繋ぐ「現代の縄文ネットワーク」のブラ
ンド構築

<遠野市>
●遠野商工会・宮守商工会・・・17年度
■わらび、やまめ、そば等
　◆日本のふるさと遠野郷ブランド「トネーゼ」
<盛岡市>
●盛岡商工会議所・・・18～21年度　　■南部鉄器
　◆南部鉄器フォー・ユーロ・ブランディング事業
●（株）アイカムス・ラボ・・・27～29年度　■再生医療機
器
　◆再生医療の研究を支える精密電動ピペットの
　　試作開発と海外展開
<釜石市>
●釜石商工会議所・・・19年度　　■海産物
　◆三陸釜石「海の宝石箱」プロジェクト事業
●サンマ製品海外輸出プロジェクト・・・22年度　　■サン
マ
　◆サンマ製品海外輸出プロジェクト2010
<八幡平市>
●一般社団法人安代リンドウ開発・・・23～25年度　■りん
どう
　◆海外市場での「安代りんどう」ブランド定着化事業
<一関市>
●（株）大武・ルート工業・・・26～28年度
■木材、医療健康機器
　◆「世界一薄いトレッドミル」のブランディングと海外展
開
●一関商工会議所・・・29年度 ■もち
　◆一関もち食ブランド化プロジェクト
<九戸郡洋野町>
●（株）ひろの屋・・・27～29年度　　■水産加工品
　◆（株）ひろの屋世界ブランドを創出する
　　「北三陸ファクトリー」
<二戸市>
●二戸市商工会・・・28～29年度　　■漆器、日本酒
　◆「浄法寺漆」×「地酒」ニューヨーク販路拡大プロジェク
ト
<岩手郡岩手町>
●(株)東光舎・・・29年度 ■理美容鋏
　◆日本製理美容鋏の認定化システム構築によるブランドの
確立

<湯沢市>
●ゆざわ小町商工会（稲川町商工会）・・・16年度　■川連漆器
　◆アルテザンビラッジオ（稲川町の職人集団）が作る世界ブランド
●一般社団法人秋田県貿易促進協会・・・27～28年度
■味噌、いぶりがっこ、川連漆器
　◆秋田湯沢「こまちブランド」食と漆器のコラボレーションによる
　　販路開拓プロジェクト
<山本郡八峰町>
●八森峰浜商工会・・・16年度　■あかもく、ハタハタ、白神こだま酵母
等
　◆白神の海と大地の恵み 八森峰浜の特産品ブランド化事業
<能代市>
●能代商工会議所・・・18年度　　■秋田杉
　◆秋田杉ブランド推進事業（秋田杉を使用した住宅の訴求）
●（株）丸松銘木店・・・26～29年度　　■木材
　◆ウッド・アレンジあきたプロジェクト

東北：計47件 凡例　〈採択者所在地〉
　●採択事業者・・・採択年度
　　（赤字表記：地地29地地地）
　■活用する地域資源
　◆事業テーマ

岩手県【11件】

青森県【10件】

秋田県【5件】
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<仙台市>
●宮城県商工会連合会・・・18～21年度　■鳴子こけし、鳴子漆器
　◆ＮＡＲＵＫＯブランドプロジェクト
●仙台箪笥協同組合・・・21～22年度　■仙台箪笥
　◆仙台箪笥（SENDAI TANSU）世界ブランド化プロジェクト
●（株）オークジャパン・・・28年度　■仙台箪笥、会席御膳
　◆伊達の「仙台箪笥・会席御膳」　　ブランド化販路開拓プロジェク
ト
●（株）泰光住建・・・28年度　■トイレアート
　◆イデアオブトイレットプロジェクト
●キリハラワークス＆デザイン・・・28～29年度　■3Ｄフレーム
　◆3Dフレームで欧米市場に新カテゴリを作り出せ！
<亘理郡山元町>
●農業生産法人（株）GRA・・・25～27年度　　■いちご
　◆宮城県山元町産イチゴの海外展開プロジェクト
<石巻市>
●末永海産（株）・・・25～27年度　　■水産加工品
　◆石巻復興「日高見の国ブランド」輸出プロジェクト
●（一社）フィッシャーマン・ジャパン・・・28年度　■水産加工品、
農産品
　◆仙台空港発！地域輸出商社プロジェクト
●(株)ヤマナカ・・・29年度 ■牡蠣
　◆MIYAGI　OYSTER　プロジェクト
<気仙沼市>
●気仙沼水産食品事業協同組合・・・27～29年度　■水産加工品、農産
品
　◆東北新ブランド『みちのく　Michinoku』の確立
●（株）阿部長商店･･･28～29年度　■水産加工品
　◆気仙沼フィッシュソーセージのイスラム市場開拓　　プロジェクト
<塩釜市>
●五光食品（株）・・・28年度　　■水産加工品、農産品
　◆被災地から宮城の復興ブランドを「特殊技術」活用で創出するプロ
ジェクト
<大崎市>
●協同組合グリーンエネルギーパートナーズ･･･28年度
■マイクロ水力発電ユニット
　◆マイクロ水力発電ユニットの海外展開
　　～みやぎ大崎のものづくり力で新市場を切り開く～

宮城県【13件】

<福島市>
●福島県酒造協同組合・・・24～27年度　　■日本酒
　◆日瑞コラボレーション！
　　北欧における日本酒飲用文化創造プロジェクト
●桑折商事倉庫（株）・・・28年度　■菓子等
　◆ドイツ・オーストラリアにおける福島県産品の販路開拓
<大沼郡会津美里町>
●会津本郷町商工会・・・16年度　　■会津本郷焼
　◆「会津本郷焼と田舎健康食」革新プロジェクト
<会津若松市>
●会津若松商工会議所・・・17～20年度　■会津漆器
　◆BITOWA from AIZU
<伊達市>
●伊達市商工会（梁川町商工会）・・・18～21年度　■ニッ
ト製品
　◆JKB ジャパンニットブランドプロジェクト

福島県【5件】

<山形市>
●山形商工会議所・・・16、18～20年度　■鋳物、木工、繊
維等
　◆山形発「カロッツェリア型ものづくり」のブランド展開
●地地地地地地地・・・29年度 ■日本酒
　◆日本酒産地「GI山形」を世界へ(地理的表示)
<鶴岡市>
●鶴岡シルク(株)・・・29年度 ■シルク
　◆最高級シルクをアピールする、最高級ブランドの構築

山形県【3件】

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業の採択状況（東北地域／南東北）　平成16～29年度

凡例　〈採択者所在地〉
　●採択事業者・・・採択年度
　　（赤字表記：地地29地地地）
　■活用する地域資源
　◆事業テーマ
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事業イメージ

EPAに基づく原産地証明制度等に係るセミナー開催による普及啓発活動や、
 個別相談窓口の設置、原産地証明書作成支援ツールの提供を行います。

海外事業の課題解決のため、経営診断や事業再編による海外進出先の移転
の際の周辺国の情報を提供します（補助上限160万円、補助率2/3）。

海外展開戦略策定につなげるため、海外現地における事業の実現可能性調
査やWebサイトの外国語化等を支援します（①輸出企業の場合：補助上限50
万円、補助率1/2　②直接投資の場合：補助上限140万円、補助率1/2） 。

海外の法規制や輸出に関する手続きなど各種情報の提供や助言などを行い
ます。

中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
平成29年度予算額 23.9億円（14.3億円）

2,3,4,5,6
中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

事業目的・概要

l 新規に海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者を中

心に、事業計画策定から海外販路開拓、現地進出、進出後の課題や事

業再編の対応まで、一貫して戦略的に支援します。

l 具体的には、海外展開を目指す中小企業への事業計画の策定や、Web

コンテンツの作成を通じた商材・技術の魅力発信を支援するとともに、

海外への展示会出展等を通じて、販路開拓も支援します。

l また、海外現地の大使館、金融機関などの官民支援機関が連携する

「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」の整備等を通じ、進

出から事業再編までそれぞれの局面で総合的に支援します。

l この他、EPA（経済連携協定）に基づく原産地証明制度等に対する事

業者の理解を促進するため、セミナーを開催するとともに、相談窓口

の設置、自己証明制度における原産地証明書の作成を支援するツール

の提供を行います。

l 海外市場に参入する際に必要となる海外認証に関する情報提供体制の

整備等を通じて、認証取得支援を行います。

成果目標

l 平成26年度から平成30年度までの５年間の事業であり、海外企業等との

商談成約率30％を目指します。

1,4 通商政策局 通商政策課
03-3501-1654

7 貿易経済協力局 原産地証明室
   03-3501-0539

地地地地
ジェトロ
民間団体等

中小企業・
小規模事業者

支援
補助（定額）

委託

海外展開を目指す中小企業等を対象に、海外認証に関する情報提供体制の整
備等を通じて、認証取得支援を行います。

１．地地地地地地地

２．認定支援機関向け研修事業

３．海外展開戦略策定支援

４．地地地地支援

５．中小企業海外展開現地支援プラットフォーム

６．地地地地等地地

７．地地地地地地地地地地地地地地地

８．ローカルファイル作成・保存支援事業

7 通商政策局 経済連携課
   03-3501-1595

9 産業技術環境局 基準認証政策課
  03-3501-9232

９．海外輸出に係る認証取得支援事業

認定支援機関に対し、海外展開に向けた支援能力向上のための研修やeラー
ニングを実施します。

海外展開を検討している企業に対して、海外展示会等を通じた商談機会の
提供、商談後のフォローアップ等、段階に応じた支援を実施します。

海外の主要拠点にコーディネーターを配置し、官民支援機関と連携して個
別課題の解決や海外拠点の設立・事業再編等への支援を行います。

移転価格文書化制度に基づく文書の作成・保存に向けて、文書作成に必要
な情報の把握を行う態勢整備を支援します。

8 貿易経済協力局 貿易振興課
　 03-3501-1662
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＜事業の概要・目的＞
○海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者
の本格的な海外展開に向けた戦略策定や販路開拓につなげる
ため、F/S（実現可能性調査）支援に加え、Webサイトの外国
語化等を支援します。

（１）海外展開における事業計画策定のため、国内での事前
の
　　　　　情報収集等について効果的なアドバイスを行いま
す。
（２）海外現地に精通した中小企業基盤整備機構の専門家又
　　　　　はコンサルティング企業などが現地調査に同行し、
事業計
　　　　　画策定のために必要な調査費用の補助を行います。
（輸
　　　　　出の場合、現地調査に係る費用補助はありません。
）
（３）専門家が効果的なWebサイト作成に向けたアドバイス
を行
　　　　　うとともに、Webサイトの外国語化に係る費用の
補助を行
　　　　　うなど、中小企業・小規模事業者がＩＴを活用し
た効率
　　　　　的・効果的な海外販路の構築を行えるよう支援し
ます。

＜支援内容＞
　補助対象者：中小企業・小規模事業者
　補助上限額：直接投資の場合　140万円（補助率1/2）
　　　　　　　　　　輸出の場合　　　　 　50万円（補助率1/2）
　補助対象経費：市場調査費、海外旅費（直接投資の場合のみ）
、
　　　　　　　　　　　 通訳費、翻訳費、Webサイト構築費

※平成29年度予算案：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（23.9億円の内数）

＜事業イメージ＞

お問い合わせ先：中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html

海外ビジネス戦略推進支援事業

＜公募スケジュール＞
1次公募　２月２８日（火）～４月２８日（金）
2次公募　５月１５日（月）～６月３０日（金） 中小企業・小規模事業者

①専門家によるアドバイス
②補助

　・ 海外での現地調査支援
　（採択企業の海外旅費も含む）

専門家アドバイスのもと、各事業者に以下の海外展開初期段階で
の一貫した支援メニューを提供します。

【支援メニュー】

〔輸出の場合〕

　・ 国内での事業計画策定支
援

　・ Webサイト構築支援

※輸出の場合、自費での海外現地調査に専門家を随行させ、現
地調査を行うことが可能です。

〔直接投資の場合〕

　・ 国内での事業計画策定支
援

中小企業基盤整備機構
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ジェトロが主催・参加する、海外見本市・展示会の「ジャパン・ブース／ジャパン・パビリオン」及び国内外の商談
会等への出展を支援します。

＜海外展示会出展支援の特徴＞

　　○複数企業がまとまって出展するため、大きな集客が期待できます。

　　○単独出展より出展費用が安く抑えられます。

　　○ブースではアシスタントが付くため、外国語でのコミュニケーションの不安を軽減できます。

　　○展示会主催者との複雑な手続きや交渉はジェトロが代行します。

　　○出展にかかる準備から出展後のフォローまで一貫して支援します。

 ＜商談会出展支援の特徴＞

　　○ジェトロのネットワークを活かして世界中からバイヤーを招聘し、商談機会を提供します。

　　○大多数の商談会の参加費用は無料です。

＜主な支援対象展示会（平成28年度例）＞

分野 展示会名 会期 開催地

医療機器 MEDICA 2016.11.14-11.17 ドイツ・デュッセルドルフ

機械 METALEX 2016.11.23-11.26 タイ・バンコク

デザイン メゾン・エ・オブジェ 2017.1.20-1.24 フランス・パリ

お問い合わせ先：日本貿易振興機構(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/services/tradefair/list.html

海外展示会・国内商談会出展支援事業

※平成29年度予算案：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（23.9億円の内数）
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※平成29年度予算案：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（23.9億円の内数） お問い合わせ先：日本貿易振興機構(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/services/platform.html

中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業

ＪＩＣＡ

ジェトロ
海外事務所

コンサル

日本人商工会議所

在外公館

法律・会計事務所 金融機関

ＨＩＤＡ

自治体事務所
PFｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

人材派遣

プラットフォームのイメージ図

＜設置箇所＞

＜事業の概要・目的＞
中小企業の皆様のビジネス展開へのご関心が高い国・地域（15の国・地域で21ヶ所）に、「中小企業海外展開現地支
援プラットフォーム」を設置しています。 各プラットフォームには、現地での知見や地元政府当局、地場企業等との
ネットワークに強みを持つコーディネーターを配置し、皆様からのご相談に対応しています。また、現地の協力機関
や公的機関のネットワークを有効活用して、ビジネスの成功に向けた支援をいたします。

＜支援内容＞
以下に関する①現地での面談、②Eメール・電話等による相談、③その他（アポイント取得等）に対応いたします。
○輸出・投資等に関する各種相談・質問
○マッチング支援（現地パートナー候補等の紹介、取次ぎ、アポイント取得、面談同席、面談後のフォローアップ等）

○現地関係機関・各種専門家等の紹介・取次ぎ （現地政府機関・在外公館・現地日本政府機関等の公的機関、法律・
会計事務所、人材リクルーティング会社、必要に応じて協力機関や専門家等）
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＜事業の概要・目的＞
○海外取引の開始によって売上高の増加等に結び付け

た企業が多く存在する一方、現地における経営環境
の悪化等により、進出先での事業再編を余儀なくさ
れる企業も存在しています。

○さらに、海外における事業再編の経験の少ない中小
企業が、自社単独で、多岐にわたりかつ専門的な知
見を要する事業再編を行うことは、経験や情報不足
の観点から困難となっています。

○そこで、海外子会社の経営に課題を抱えている中小
企業（国内親会社）に対し、専門家による経営診断
及び市場調査等を通して、事業再編に資する選択肢
※を提案することにより、当該課題の解決の推進を
支援します。
※選択肢とは、具体的な経営改善の方策や撤退・縮小、第三

国への移転等のことを指します。

＜事業イメージ＞

＜支援内容＞
支援対象者：海外子会社に課題※を抱えている中小企業

（国内親会社）
　　※課題とは、財務状況、経営状況（経理管理、人事・労務面等）

、共同経営者・行政機関との関係（税務面等）に困難を抱えて
いる場合を指します。

補助上限額：160万円（補助率2/3）
補助対象経費：市場調査費、旅費、翻訳費、通訳費等

※資金繰り、現地での具体的な事業再編手続（清算等）について
は、本事業の支援の範囲外とします。

国内海外

①経営診断・調査
（海外子会社の管
理状況等）

②事業再編に資す
る選択肢の提案

海外子会社 国内親会社

＜公募スケジュール＞
　１次公募　２月２８日（火）～４月２８日（金）

2次公募　５月１０日（水）～６月３０日（金）

　「選択肢」
　⇒経営改善方策、撤退・

縮小、第三国への移転
等

①経営診断・調査
（海外子会社の経
営状況等）

お問い合わせ先：中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/092443.html

地地地地地地地地地地地地地地

事業再編の経験や専門的な知見
（財務、法務、労務、マーケティ
ング等）を有する専門家

中小企業基盤整備機構

※平成29年度予算案：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（23.9億円の内数）
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＜事業の概要・目的＞
税理士・金融機関・弁護士等の経営革新等支援機関
（以下、認定支援機関）に対し、海外展開を志向する
中小企業・小規模事業者等に最後まで寄り添いながら、
適切な助言を行ったり、相談内容に応じて適切な支援
機関・施策に繋ぐ窓口となるために必要な知識と技術
を習得するための研修を実施します。

・集合研修により、認定支援機関に共通して必要な基
本的支援能力の習得、地域ベースのネットワークの構
築や、認定支援機関の専門性を活かした支援の強化を
図ります。

・集合研修の知識の深化や、集合研修へ参加すること
が難しい認定支援機関への学習機会の提供のため、eラー
ニングシステムによる研修を実施します。

＜事業イメージ＞

＜実施スケジュール（予定）＞
　・9月以降　　集合研修、eラーニングを順次開講

中小企業基盤整備機構

中小企業・小規模事業者等

②適切な施策・支援機関紹介
③身近な支援者として最後ま

で寄り添って支援

認定支援機関
（税理士・金融機関・弁護士 等）

研修受講による
能力向上

①相談

・集合研修
・eラーニング　の実
施

○開催回数
    86回（基礎編 49回、 実践編 37回）
○のべ参加者数
    約1,470名

＜平成26～28年度の集合研修開催実績＞

認定支援機関向け海外展開支援研修
※平成29年度予算案：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（23.9億円の内数） お問い合わせ先：中小企業基盤整備機構

http://www.smrj.go.jp/keiei/nintei/089395.html
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総合的な支援体制（新輸出大国コンソーシアム）

l 平成２８年２月に設立し、支援機関のネットワークを拡大（事務局：ジェトロ）。
l 幅広い分野における専門家を拡充し、海外展開を目指す中小企業等に対して、総合的な支援を

提供。

専門家による支援（ハンズオン支援）

l  各支援機関は、活動方針や取組事項につい
て、数値目標の設定などの  具体化を図っ
た計画を策定し、共有。

l 取組事項について、支援機関相互でどのよ
うな協力ができるか、様々な可能性を模索
し、支援機関間の連携を深める。

l 輸出促進に向けてさらに講ずるべき政策に
ついて検討。

JETRO

NEXI

JICA

中小機構 日本規格協会

商工会

商工会議所

その他機関

自治体

NEDO

支援機関相互の緊密な連携
（ワンストップ窓口） より緊密な連携に向けた今後の進め方

新輸出大国コンソーシアム構成機関による会
議

l 支援機関が連携して、中堅・中小企業の海外
展開を支援。

l 海外ビジネスに精通した専門家が寄り添い、
技術開発から市場開拓に至るまで、様々な段
階で中堅・中小企業を支援。
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海外市場調査 研究・技術開
発 販路開拓新商品開発

東北地域貿易促進協議会（新輸出大国コンソーシアム東北地域ブロック会議）

東北経済産業局関連の支援ツール例

実施体制

中小機構東北本部
【経営･事業化･国際化支援】

自治体
（東北６県・仙台市）

東北経済連合会
東北ニュービジネス協議会
東北六県商工会議所連合会

商工会連合会
東北６県・北海道中小企業団体中央会
東北・北海道中小企業団体中央会

ジェトロ貿易情報センター（東
北６県）

【海外展開支援】

東北財務局、東北農政局
　東北地方整備局
　東北運輸局
　仙台国税局

日本貿易保険（NEXI）
国際協力機構東北支部（JICA）

東北経済産業局
【コーディネート】

日本政策投資銀行東北支店
日本政策金融公庫
商工中金仙台支店

銀行協会（東北６県）
東北地区信用金庫協会

Ø 東北地域の行政機関、経済団体、金融機関、支援機関等の３７機関による支援ネットワークを構築。
　　　　【幹事機関： 東北経済産業局、ＪＥＴＲＯ地域統括センター（東北）、中小機構東北本部】
Ø　セミナー・個別相談会等の共同開催や構成機関の支援ツールの連携実施により、地域企業の海外展開支援を促進。

２

戦略策定支援 設備投資

ものづくり・商業・サービス補助金、戦略的基盤技術高度化
支援事業

中小機構F/S

JAPANブランド育成支援事業、地域資源、農商工連携、新連携

地域NW事業

地域中核企業創出・支援事業 20

持続化補助金 エネルギー使用
合理化等補助金



中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を開設していま
す。

○国や公的機関の支援情報・支援施策を、わかりやすく提供します。

○経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供します。

http://www.mirasapo.jp/

ポイント
１

分野ごとの専門家のデータベースを整備し、ユーザーが自らの
課題に応じた専門家を選んで相談できます。

TPP特設ページを設置し、TPPに関する最新情報や海外展開に役
立つ情報を確認できます。

ポイント
２

TPP特設ページも設
置

ミラサポ事務局
（平日9:00～17:00）

ナビダイヤル（通話料有料）

0570-057-222

IP電話等からの番号（通話料有料）

045-330-1818

国・都道府県・市町
村
の施策を簡単に比較
できます
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　海外展開に取り組む際の留意事項、海外展開に取り組んだ企業が実際に経験したトラブル・失敗・
　事業再編の概要とその「対応策とポイント」等を紹介しています。

○海外展開に取り組んだ企業が
実際に直面したトラブル（※）

（70事例）の概要と取るべき
だった対応策をコンパクトに解
説
　（※）政治トラブル、労務トラブル、
　　　　 ビジネスパートナーとのトラブル
等

海外展開の際に知っておくべきリスクとその対処法を
紹介

　海外展開成功のためのリスク事例集

○海外での事業再編（縮小、撤退、

　移転）を実例で紹介（28事例）
○事業再編を経験した中小企業
の
　体験及び専門家の知見をもと
に
　海外事業再編を行う際の留意
点
　を掲載

　海外事業再編事例集

（2014年3月改訂）

（2015年6月公表）

　海外リスクマネジメントマニュアル

○海外での様々なリスクに備え、円滑な海外展開に繋
げるため、リスクを事前に認識し対応するためのマ
ニュアルを作成。

○付属のテンプレートに沿って作業することにより、
リスクマネジメントのPDCAサイクルの運用が可能。

○海外リスクマネジメントの概要を簡潔に理解できる
「基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブッ
ク」と、具体的な取組み方法を解説した「海外リス
クマネジメントマニュアル　詳細版」の2種類を作成。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2013/130628jirei.htm

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2015/150616kaigai.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/report/082284.html
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予算・公募関
連情報を逐次
掲載！

公募等の最新情報
が配信されます。
ぜひご登録を！

<参考>東北経済産業局ホームページ
　http://www.tohoku.meti.go.jp/
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東北本部
プププププ　プププププ

宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1　　仙台第一生命タワービル6階
電話022-716-1751

JETRO青森
青森市本町1-2-15青森本町第一生命ビル5階
電話017-734-2575

JETRO盛岡
盛岡市盛岡駅西通2-9-1マリオス3階
電話019-651-2359

JETRO仙台
（東北地域統括センター）

仙台市青葉区一番町4-6-1仙台第一生命タワービルディング18階
電話022-223-7484

JETRO秋田
プププププ2-1-40田口ﾋﾞﾙ1プ
電話018-865-8062

JETRO山形
山形市七日町3-5-20富士火災山形ビル4階
電話023-622-8225

JETRO福島
郡山市南2-52ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま(福島県産業交流館)3階
電話024-947-9800

<参考>東北地域のJETRO、中小機構の海外展開支援相談窓口

（独）日本貿易振興機構

（独）中小企業基盤整備機構
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