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グローバル企業展開・イノベーション促進事業 
平成29年度補正予算案額  40.1億円 

(1)(3)～(5)東北経済産業局 国際課 022-221-4907   
(2)東北経済産業局 コンテンツ産業支援室 022-221-4914 
 
 

事業の内容 事業イメージ 
事業目的・概要 
TPPや日EU・EPAの発効を見据え、国内外にネットワーク(国内45箇所・海外74箇所の
事務所等)を有する(独)日本貿易振興機構(JETRO)や、中小企業の経営支援能力の
高い(独)中小企業基盤整備機構を最大限活用し、下記の政策課題に対応します。 
 グローバル展開推進による「新輸出大国」実現に向け、中堅・中小企業等の新市場
開拓、農林水産物・食品輸出、コンテンツの積極的な海外展開の取り組みを支援しま
す。 

 国内産業競争力強化に向け、先進的なビジネスモデルや技術を有する海外企業等を
呼び込むために情報発信等を積極的に実施し、第4次産業革命(IoT、ビッグデータ、
AI等)に向けたイノベーション促進に取り組みます。 

成果目標 
「総合的なTPP等関連政策大綱」に記載された目標の達成を目指します。 
 2020年度までに中堅・中小企業等の輸出額2倍(2010年度比) 
 －セミナー・説明会参加者等へのアンケート調査において、満足度60%以上 
 －総合的な支援の対象企業の市場開拓・事業拡大成功率60%以上 
 2020年度までに500億円の放送コンテンツ関連海外売上高 
 2019年度までに農林水産物・食品の輸出額1兆円 
 革新的な技術の開発やイノベーションを生み出す環境の整備 
 2020年までに外国企業の対内直接投資残高を35兆円（2012年末17.8兆円）
に倍増 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

• 商工会議所、商工会、地方自治体等の国内支援機関が参画する「新輸
出大国コンソーシアム」や、海外現地の大使館、金融機関等支援機関が
参画する「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」を強化するなど、
きめ細やかな支援体制を構築します。 

• ガイドライン、説明会、ポータルサイト等による情報提供・マッチング、国際機
関を通じたビジネス環境整備とあわせ、EU市場開拓を図る企業に対し、計
画策定から新商品開発、展示会出展、商談会、テストマーケティングまで
一貫して支援します。 

• 海外インフルエンサー等を活用したプロモーション、販路開拓支援等により、
観光資源や文化芸術資源等クールジャパン資源の海外展開を支援します。 

• IoT/サイバーセキュリティ分野を中心とした先進的なビジネスモデルや技術を
有する欧州企業等とのネットワーク構築支援を実施します。 

• 地域も含めた日本市場の魅力や生活環境等の発信等によって、先進的な
ビジネスモデル等を有する欧州企業等の日本への呼び込みを積極的に実
施します。 

（１）中堅・中小企業等の新市場開拓支援 

（２）コンテンツの輸出促進 

（４）グローバルな企業間連携の推進 

（５）対内投資活性化の促進 国 

JETRO・ 
中小機構・ 
民間団体等 

交付・補助・ 
委託・拠出 

OECD 
拠出 

補助・委託 
中
堅
・ 

中
小
企
業
等 

支援 

各国への提言を 

通じた環境整備 

• 「日本食品海外プロモーションセンター」（JFOODO）の海外人員の拡充
など、農林水産物・食品のグローバル市場開拓に向けた支援を実施します。 

（３）農林水産物・食品輸出の戦略的推進 
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中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 
平成29年度補正予算案額  12.6億円 ※グローバル企業展開・イノベーション促進事業（40.1億円）の内数 

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 

補助（定額） 
委託 

事業イメージ 

事業目的・概要 
EU市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者
に対して、事業計画の策定や販路開拓を支援します。 
具体的には、EU市場への海外展開を目指す中小企業に
対し、事業計画の策定や展示会出展等を支援します。 
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」
での、進出から事業再編までの支援体制を強化します。 
また、海外ビジネスマッチングサイトと連携し、日本の中小企
業の技術情報等を発信してビジネスマッチングを図ります。 

成果目標 
 本事業を通じて、海外企業等との商談成約率30％を目指します。 

 セミナー・説明会参加者等へのアンケート調査において、満足度60%以上
を目指す 

１．海外展開戦略策定支援 

中小機構 
ＪＥＴＲＯ、 
民間団体等 

支援 

 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。また、投
資実行時のリスク精査を支援します。また、ＥＵ諸国への進出を希望する中小企業・小規模事業
者に向けたガイドブックを作成します。 

４．中小企業海外展開現地支援プラットフォーム事業 
 日-EUEPAの発効を前にした市場取引の増加に備え、EU加盟国の主要拠点にあるプラット
フォームの支援体制の強化を行います。 

５．モール活用型ＥＣマーケティング支援事業 
 現地ECモールに出品する国内中小企業に対し、商品のＰＲ等を支援することにより、中小企業
の効率的な海外販路開拓支援を行うとともに、有用なマーケティングデータを収集します。 

7●●・・・ 

６．ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 
 EU市場への海外展開を目指す中小企業の連携体に対し、 「ふるさと名物」などの地域産品が
持つ素材や技術等の強みをいかした海外展開戦略の策定を支援します（補助上限200万円、
定額補助）。また、海外販路開拓に向けたブランド確立のため、新商品開発や海外展示会出展
等のプロジェクトを支援します（補助上限2,000万円、補助率2/3、１/2）。 

７．海外展開ビジネスマッチング支援事業 
 海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者を対象に、web等を活用した海外企業と
のマッチング、販路開拓の支援を行います。具体的には、主に、①多言語ビジネスマッチングサイトの構築
／②日本からＥＵ諸国等に商談ミッションを派遣し、現地企業との商談会の開催等を行います。 

２．展示会出展支援 
 日EU・EPA発効により関税が撤廃される品目を中心とした展示会、EUにおけるビジネス創出等
の展示会への出展支援により、中小企業の販路の拡大、資金調達先やビジネスパートナー発掘を
行います。 

３．海外商談会（自動車産業） 
 日EU・EPA発効により関税が撤廃される自動車部品分野で欧州メーカー等との商談機会を提
供します。 

８．経済連携協定利用円滑化促進事業 
 日欧経済連携協定等の協定内容についてのセミナー開催や、解説書の作成等による、普及啓
発活動を行います。 

東北経済産業局 国際課  
022-221-4907 

補助（定額、２／３、１／２） 



事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

補助（定額、2/3、1/2） 

ふるさと名物応援事業 
平成30年度予算案額 10.5億円（13.5億円） 

 東北経済産業局 新事業促進室 
 022-221-4923 
 東北経済産業局 コンテンツ産業支援室 
 022-221-49 
 2.東北経済産業局 国際課 
 022-221-4907 

事業イメージ 
事業目的・概要 
 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、地域資
源の活用や中小企業者と農林漁業者の連携による、「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。 

 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。 

 隠れた魅力を秘めている地場産品等を改めて海外の視点で再評価することで、
新たな切口での産地のブランド化に向けた取組を支援します。 

成果目標 
 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。 

委託 

補助（１/２） 

１．ふるさと名物支援事業 
 ①中小企業地域産業資源活用促進法及び農商工等連携促進法に基づく事業計
画の認定を受けた中小企業者・小規模事業者が行う新商品・新サービスの開発や販
路開拓等に係る費用の一部を支援します。 

  原則として、補助率1/2、補助上限500万 
  なお、支援事業者(地域資源)の場合、補助上限1,000万 
      4者連携(地域資源)  の場合、補助率1回目2/3、補助上限2,000万 
      機械化・IT化(農商工) の場合、補助率1回目2/3、補助上限1回目1,000万 
 ②中小企業者と農林漁業者のそれぞれのニーズ・シーズを把握し、マッチングさせること
で新商品・新サービスの開発、販路開拓等の農商工が強く連携した取り組みを促進し
ます。 

 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、域外等に売り出す
取組の中心的人材をOJT研修等により育成するとともに、その活動を支援します。 

２．JAPANブランド育成支援事業 
 「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材や技術等の強みをいかした海外展開戦略
の策定を支援します（補助上限200万円、定額補助）。また、海外販路開拓に向
けたブランド確立のため、新商品開発や海外展示会出展等のプロジェクトを支援しま
す（補助上限2,000万円、補助率2/3、1/2）。 

３．専門家招聘型プロデュース支援事業 

４．産地ブランド化推進事業 
 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）。 

 クールジャパン商材の掘り起こしと外部人材の活用による商材の磨き上げの強化等の
支援を行います。支援事業の活動を公開することで、外部人材を活用した海外展開
支援と新たなプロデューサー育成に取り組みます。 

1.① 
2. 

1.② 
1.③ 

委託 

3. 

支援 
補助 

（定額） 
4. 

補助 
（定額） 

中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

国 

中小企業・ 
小規模事業者 
民間団体等 

中小企業・小規模事業者等 

国 

中小企業・ 
小規模事業者 

等 
国 

民間 
団体
等 

民間 
団体
等 

民間 
団体
等 

国 



中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業 
平成30年予算案額 ２０.４億円（23.9億円） 

東北経済産業局 国際課 
 022-221-4907 
 

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 

補助（定額） 
委託 

事業イメージ 

事業目的・概要 
海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者に対して、
事業計画策定から海外販路開拓、現地進出、進出後の課題まで、
戦略的に支援します。 

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。 

 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。 

 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
口の設置等を行います。 

成果目標 
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．情報提供、助言 
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。 

２．海外展開戦略策定支援 

３．販路開拓支援 

中小機構 
ジェトロ 

民間団体等 

支援 

海外展開戦略策定に繋げるため、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 ③web支援の場合：補助上限100万、補助
率1/2）。また、投資実行時のリスク精査を支援します。 

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。 

４．中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 
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。 

５．経済連携協定利用円滑化促進事業 

６．ローカルファイル作成・保存支援等事業 
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等の態勢整備を支援します。 

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等を行います。 
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＜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年度補正予算の当事業はＥＵ諸国（イギリス含む） 
  向けを支援。 
  平成30年度当初予算の当事業は、進出国を問わない。 
 
 
 

  

※平成29年度補正予算：グローバル企業展開・イノベーション促進事業（40.1億円の内数） 
  平成30年度当初予算：ふるさと名物応援事業（10.5億円の内数） 
 

＜事業イメージ＞ 

    
 

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 

（各年とも2,000万円上限） 

  海外市場開拓 

（200万円上限） 

複数の 
中小企業者等 
（４者以上） 

＜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 
                

ブランド確立段階 

＜公募スケジュール＞ 
公募：２月上旬～３月上旬 
採択公表：５月中旬 

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 

2/3補助 1/2補助 
定額補助 

採択事例（実施プロジェクト例） 
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【旭川クラフトダイヤモンドライフプロジェクト】 
・旭川地域は良質な森林資源と優れた加工技術に
より家具製造業が地域の基幹産業として発展して
いる。 
・出展企業数および来場者数共に世界最大規模
の消費財見本市であり、世界中のバイヤーから注
目を集めているＡＭＢＩＥＮＴＥに２年連続で
出展し、旭川クラフトのＰＲや欧州を中心とした
販路開拓を実施。 

・富山県高岡市は、400年の伝統を基礎とする、
鋳造、加工、 仕上げ、着色等の技術の蓄積が
あり、小物、梵鐘、屋外大型像まで製造できる国
内唯一の青銅器製造産地である 
・作品は、金属鋳物にデザインや機能を付加したイ
ンテリア品で、パリの見本市「メゾン・エ・オブジェ」で
は、各国のバイヤーから高い評価を得ている 

【高岡銅器新ブランド構築プロジェクト＜チームKANAYA＞】 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/


福島県酒造協同組合 

ＪＡＰＡＮブランド 主な採択プロジェクト実績 
 
 

ノルウェーの寿司店での
ティステングの様子 

北欧を中心に欧州食文化における日本酒のポジションを確
立するため、文化と食を絡めた販路開拓事業を展開。 

スウェーデンのレストランでの
日本酒イベント 

・福島県内の酒蔵と連携し、日本酒がまだ浸透していないス
ウェーデン等の北欧地域を中心に、様々なチャネルを活用
し、顔の見える協働パートナーを開拓。 
 
・現地パートナーとの連携により新商品を開発し、市場調査
を展開。 
 
・日本酒と食や日本文化を融合させたブランド構築を目指し、 
複合的な「和」を提供する参加型イベント等のユニークな販
路開拓事業を実施中。 
 
・参画企業の輸出実績を着実に重ねている。 

末永海産株式会社 

東日本大震災からの復興に向け、複数の水産加工業者が
連携し、統一ブランド「日高見の国」を創設。海外市場をター
ゲットとした商品開発、販路開拓を実施。 

・宮城県石巻市の水産加工業６社が連携し、「三陸の海の
復興は日本再生」を旗印に、統一ブランド「日高見の国」を
創設。 
 
・牡蠣、ホタテ、ホヤ等の三陸地域の豊富な水産物を原料に、
海外バイヤーのニーズを踏まえた加工方法やパッケージデ
ザインを共同開発し、新製品を提案。 
 
・東南アジア等をターゲット市場に、展示会への参加や商談
を実施した結果、同地域向けに輸出を開始。 

統一ブランドマーク 開発商品例 
（さくら牡蠣） 

展示会共同出展 



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：平成29度採択） 
 ■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 
●山形県酒造組合・・・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：平成29度採択） 
 ■活用する地域資源 
 ◆事業テーマ 
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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。また、直接投資実行直前のリスク精査を支援します。 
 
（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。 
 
※平成29年度補正予算の当事業はＥＵ諸国（イギリス含む） 
  向けのＦ／Ｓ及びwebサイトの外国語化を支援。 
  平成30年度当初予算の当事業は、進出国を問わない。 

  

＜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） 
          webの場合    100万円（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年度補正予算：グローバル企業展開・イノベーション促進事業（40.1億円の内数） 
  平成30年度当初予算：中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業（20.4億円の内数） 
 

＜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＞ 
 公募：２月上旬～３月上旬 
 採択公表：５月下旬 
 

 

中小企業・小規模事業者 
（Ｆ／Ｓ段階） 

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 

 ・ 簡易的な
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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〔webの場合〕 

 ・ webサイト 
  構築支援 

中小企業・小規模事業者 
（直投型Ｆ／Ｓ完了後の段階） 

直接投資直前のリスク精査 

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html


※平成29年度補正予算：グローバル企業展開・イノベーション促進事業（40.1億円の内数） お問い合わせ先：（中小企業基盤整備機構) 
モール活用型ECマーケティング支援事業 
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＜事業の概要・目的＞ 
○海外現地ECモール出店を通じたEU市場獲得を目指す中小企業
に対し、商品のPR等を支援することにより、中小企業の効率的な海
外販路開拓支援を行うとともに、有用なマーケティングデータを収集し
ます。 
 
（１）EUのEC市場の状況や出店手順に関するセミナー、勉強会を 
     開催。 
（２）民間事業者による、海外モール出店、運営代行・販売委託、  
    国際物流等のメニューを提示。また、本プロジェクト全体での
オープニングプロモーションを実施。 
（３）海外ECモール出店に係る費用補助 
    海外ECモールに出店する際のコンテンツ作成費（写真、動画、 
    電子カタログ、翻訳費）の一部を補助。 
    【補助対象経費の1/2、上限350千円】 
（４）海外現地でのPRイベント開催。 
（５）海外EC開設から半年程度経過した時点で、販売状況や顧 
     客の声等踏まえて、今後の展開に向けたアドバイスを実施。 

  

＜事業イメージ＞ 

＜公募スケジュール＞ 
事務局公募：２月中旬～３月中旬 
事業者公募：４月上旬～５月下旬 
採択公表：６月下旬 

中小企業・小規模事業者 

商品PR補助 
（上限350千円 補助率1/2） 
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＜支援内容＞ 
 補助対象者：中小企業・小規模事業者 
 補助上限額：350千円（補助率1/2） 
 補助対象経費：ＥＣモール出店の際の商品ＰＲ費用（写真・動画 
            の撮影、電子カタログ、翻訳費等） 

中小企業基盤整備機構 

○EUのEC市場やEC販売戦略等に関するセミ
ナー、 勉強会の開催 
 
○民間事業者による出店サポート 
 
○海外現地でのプロモーションイベントの実施 
 
○出店後におけるEC専門家からの個別アドバイ
スの実施 
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