
 

 

 

  

いばらきグローバル

ビジネス推進協議会 

～海外展開支援策～ 
 

輸出・現地生産による海外展開、海外販路の開拓・

拡大を検討されている企業の皆様に対し、関係支

援機関が連携して有益な支援策を提供し、海外展

開をサポートします。   

 

いばらきグローバルビジネス推進協議会

事務局 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/eigyo/

global/documents/shienshisaku.pdf 
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いばらきグローバルビジネス推進協議会 

海外展開支援策 ～目次～ 

 

１．海外情報 

～海外関連セミナー情報・経済情報・貿易情報を入手したい～ 

１－１ 海外情報入手 

1 ジェトロウェブサイト「国・地域別情報」 JETRO茨城 5 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 セミナー・講演会 JETRO茨城 5 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 国際ビジネス情報番組「世界は今-JETRO Global Eye」 JETRO茨城 5 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 海外ビジネス情報（ビジネス短信、地域・分析レポート） JETRO茨城 5 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 海外ブリーフィングサービス JETRO茨城 6 ﾍﾟｰｼﾞ 

6 海外展開セミナー 中小機構 関東 6 ﾍﾟｰｼﾞ 

7 海外ビジネスナビ 中小機構 関東 6 ﾍﾟｰｼﾞ 

8 SWBS(中小企業ワールドビジネスサポート) 中小機構 関東 6 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

１－２ メールマガジンの配信 

1 メールマガジン配信サービス 茨城県 7 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 メールマガジン配信サービス 公社 7 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 メールマガジン配信サービス JETRO茨城 7 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 メールマガジン配信サービス 中小機構 関東 7 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 メールマガジン配信サービス 関東経済産業局 8 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

２．貿易・投資相談 

～貿易・投資について知りたい、相談したい～ 

２－１ 貿易・投資相談 

1 貿易相談 公社 8 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 貿易投資相談 JETRO茨城 8 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 海外における営業秘密漏えい対策支援事業 JETRO茨城 8 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 国際化支援アドバイス 中小機構 関東 9 ﾍﾟｰｼﾞ 

２－２ 貿易実務講座 

1 貿易実務研修 公社 9 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 貿易実務オンライン講座 JETRO茨城 9 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

３．海外取引先開拓・販路拡大 

～海外取引先を見つけたい、海外販路を拡大したい～ 

３－１ 海外見本市・展示会・商談会出展支援 

1 ものづくり商談会出展支援 茨城県 9 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 海外展示会・商談会出展支援 公社 10 ﾍﾟｰｼﾞ 



2 

 

3 海外見本市・展示会 JETRO茨城 10 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 展示会出展サポート 中小機構 関東 10 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

３－２ 海外バイヤー招へい・商談会 

1 海外バイヤー招へい・商談会 茨城県 10 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 海外バイヤー招へい・商談会 JETRO茨城 11 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 海外企業 CEO商談会 中小機構 関東 11 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 サポートビジネス商社活用海外展開セミナー及び海外展

開 ONE to ONE商談会 

関東経済産業局 11 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

３－３ マッチング支援・海外取引先情報等入手支援 

1 現地バイヤー等需要開拓 茨城県 12 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 海外展開専門家によるマッチング支援 公社 12 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 引き合い案件データベース JETRO茨城 12 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 海外ミニ調査サービス JETRO茨城 12 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 海外における EC販売プロジェクト JETRO茨城 13 ﾍﾟｰｼﾞ 

6 新輸出大国コンソーシアム JETRO茨城 13 ﾍﾟｰｼﾞ 

7 E-mail相談 JETRO茨城 13 ﾍﾟｰｼﾞ 

8 輸出プロモーターによる支援（農林水産・食品分野） JETRO茨城 13 ﾍﾟｰｼﾞ 

9 ビジネスマッチング支援 JETRO茨城 13 ﾍﾟｰｼﾞ 

10 ビジネスミッション事業 中小機構 関東 14 ﾍﾟｰｼﾞ 

11 面談・メールによる EC活用支援アドバイス 中小機構 関東 14 ﾍﾟｰｼﾞ 

12 国際化支援アドバイス（再掲） 中小機構 関東 14 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

４．海外進出 

～海外に進出したい～ 

４－１ 海外（現地）における支援 

1 ビジネスマッチング支援（再掲） JETRO茨城 14 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 現地協力機関・専門家の紹介、取次ぎ JETRO茨城 15 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 ビジネス・サポートセンター JETRO茨城 15 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 SWBS(中小企業ワールドビジネスサポート) （再掲） 中小機構 関東 15 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 海外事務所・海外派遣職員の活用 茨城県 15 ﾍﾟｰｼﾞ 

6 海外事務所の活用 JETRO茨城 16 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

４－２ 海外進出支援 

1 新輸出大国コンソーシアム（再掲） JETRO茨城 16 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 ミッション派遣 JETRO茨城 16 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 地域間交流支援事業 JETRO茨城 16 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 ジェトログローバルアクセラレーションハブ JETRO茨城 17 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 国際化支援アドバイス【伴走型支援】 中小機構 関東 17 ﾍﾟｰｼﾞ 
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6 基礎調査（開発途上国向け） JICA筑波 17 ﾍﾟｰｼﾞ 

7 案件化調査（開発途上国向け） JICA筑波 17 ﾍﾟｰｼﾞ 

8 普及・実証・ビジネス化事業（開発途上国向け） JICA筑波 18 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

４－３ 資金融資 

1 資金融資（協調融資）の事例紹介 茨城県 18 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 海外投融資（開発途上国向け ） JICA筑波 18 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

５．人材育成支援 

～人材育成支援について知りたい～ 

1 外国人材支援センター 茨城県 19 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 海外展開におけるグローバル人材の採用・育成の支援 JETRO茨城 19 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 高度外国人材活躍推進プラットフォーム JETRO茨城 19 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 民間連携ボランティア制度 JICA筑波 19 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 日本人材開発センター(通称：日本センター) JICA筑波 20 ﾍﾟｰｼﾞ 

6 PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト） JICA筑波 20 ﾍﾟｰｼﾞ 

7 草の根技術協力事業 JICA筑波 20 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

６．知的財産権支援 

～知的財産権支援について知りたい～ 

1 茨城県中小企業外国出願支援事業 公社 20 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 中小企業外国出願支援事業 JETRO茨城 21 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 地域団体商標海外展開支援事業 JETRO茨城 21 ﾍﾟｰｼﾞ 

4 知的財産保護関連サービス JETRO茨城 21 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 ジェトロ・イノベーション・プログラム JETRO茨城 21 ﾍﾟｰｼﾞ 

6 戦略的知財活用海外展開補助金事業 中小機構 関東 22 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

７．助成金 

～助成金について知りたい～ 

1 いばらきチャレンジ基金事業 公社 22 ﾍﾟｰｼﾞ 

2 ビジネスマッチング支援（助成金） 中小機構 関東 22 ﾍﾟｰｼﾞ 

3 JAPANブランド育成支援事業 関東経済産業局 22 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

 

 

 

 

 

 （略称）茨城県：茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム，公社：茨城県中小企業振興公社， 

JETRO茨城：日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター，   

中小機構 関東：中小企業基盤整備機構，JICA筑波：国際協力機構 筑波センター 

 内容についてのお問合せは無料です。一部有料となるサービスがあります。お気軽にお問合せ下さい。 

 海外展開支援策の中には，既に令和元年度は募集を終了しているものもあります（最終ﾍﾟｰｼﾞ参照）。 

詳細については，各支援機関にお気軽にお問い合わせ下さい。 

 海外展開全般についての相談窓口は，23 ﾍﾟｰｼﾞをご参照下さい。 

（注意） 



4 

 

 

 

 

 

 

海外展開支援策 

 

～具体的な内容及びお問合せ先～ 
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１．海外情報 

～海外関連セミナー情報・経済情報・貿易情報を入手したい～ 

 １－１ 海外情報入手 

1 ジェトロウェブサイト「国・地域別情報」【JETRO茨城】 

支援内容 世界各国の概況、経済指標、貿易為替制度など、インターネットで世界のビジネス情報を

入手できます。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

JETRO海外調査部 海外調査企画課 

電話：03-3582-5195 

HP URL https://www.jetro.go.jp/world/ 

注記  

 

2 セミナー・講演会【JETRO茨城】 

支援内容 国際ビジネスに役立つセミナーや講演会を随時開催しています。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/events.html 

注記  

 

3 国際ビジネス情報番組「世界は今-JETRO Global Eye」【JETRO茨城】 

支援内容 国内外のビジネスネットワークをフルに活用して集めた世界経済の最新動向や貿易・投資

相談などの国際ビジネスに役立つ情報を、インターネットを通じて約 10分間で皆様にお

届けしています。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

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

注記  

 

4 海外ビジネス情報（ビジネス短信、地域・分析レポート）【JETRO茨城】 

支援内容 ジェトロ海外事務所ネットワークを通じて収集したビジネスニュースや、海外のビジネ

ス、経済等に関して、解説・分析を交えたレポートを発信しています。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/biz/ 

注記  
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5 海外ブリーフィングサービス【JETRO茨城】 

支援内容 海外事務所現地において、一般経済事情や現地商習慣等ビジネス環境について海外駐在員

や専門アドバイザーが情報提供を行います。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp  

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/briefing/ 

注記 HP から事前申し込みが必要です。 

 

6 海外展開セミナー【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開に関する実務情報を提供するセミナーを、茨城県内の支援機関と共催します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田   E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/event/overeseas_seminar/index.html 

注記 支援機関と共催のため、問い合わせ窓口は上記と異なる場合がござい 

ます。情報は HP、メルマガで随時発信します。 

 

7 海外ビジネスナビ【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開に向けた実務情報や、取組み事例を紹介した情報ポータルサイトです。他にも展

示会への出展サポートガイドブックの掲載や、補助金情報なども掲載しています。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田   E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

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

注記  

 

8 SWBS(中小企業ワールドビジネスサポート)【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開を目指す中小企業と、その海外展開をサポートする企業・団体等とのマッチング

を Webとリアルイベントの両方で提供します。Webは単に支援企業の検索にとどまらず現

地情報や、イベント情報なども発信します。（令和元年 12月末まで有効） 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://swbs.smrj.go.jp/ 

注記  
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 １－２ メールマガジンの配信 

1 メールマガジン配信サービス【茨城県】 

支援内容 いばらきグローバルビジネス推進協議会に入会していただいた会員企業向けに、海外展開

に関する情報を配信します。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/shosei/shosei

/global-kyougikai.html 

 

注記 入会方法は HP をご参照ください。入会費、年会費とも無料です。 

 

2 メールマガジン配信サービス【公社】 

支援内容 公社事業、国、県及び各支援機関が発信する中小企業支援情報を一元的に取りまとめ、い

ち早くお届けします。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp 

HP URL https://www.iis-net.or.jp/melmaga/regist 

注記 HP からご登録ください。 

 

3 メールマガジン配信サービス【JETRO茨城】 

支援内容 セミナーや商談会など、皆様にご活用いただけるメニューを紹介するために、メールマガ

ジンを発行しております。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ibaraki/mail.html 

注記 HP からご登録ください。 

 

4 メールマガジン配信サービス【中小機構 関東】 

支援内容 中小機構が行う海外展開に向けたセミナー・商談会の情報を随時配信します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田 

E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL 【商談会】https://krs.bz/smrj-hp/m/239-g 

【セミナー】https://krs.bz/smrj-hp/m?f=43 

注記 HP からご登録ください。 

 

 

 

 

 

【商談会】 【セミナー】 
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5 メールマガジン配信サービス【関東経済産業局】 

支援内容 関東管内の海外展開に向けたセミナー・商談会の情報を随時配信します。 

お問合せ先 関東経済産業局 産業部 国際課 

電話：048-600-0264   

HP URL https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/mailmagazine_index.html 

注記 HP からご登録ください。 

 

２．貿易・投資相談 

～貿易・投資について知りたい、相談したい～ 

 ２－１ 貿易・投資相談 

1 貿易相談【公社】 

支援内容 輸出入や海外投資に関する相談に無料でお応えします。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp 

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=kaigai_tenkai#ktd3 

注記  

 

2 貿易投資相談【JETRO茨城】 

支援内容 海外とのビジネスでお悩みのことがあれば、貿易・投資の実務に詳しい専任のアドバイザ

ーが、皆様の課題を個別に解決いたします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/advice/ 

注記 毎月、日立市とつくば市で巡回相談会を実施しています。参加に当たって 

は事前申し込みが必要ですので、上記お問い合わせ先へご連絡ください。 

 

3 海外における営業秘密漏えい対策支援事業【JETRO茨城】 

支援内容 実際に営業秘密の保護・管理体制の導入を図る日本企業の中国現地法人を対象に、専門家

を派遣しコンサルテーションや社内研修を行う事業を実施します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

JETRO イノベーション・知的財産部 知的財産課 

電話：03-3582-5198 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_prevent.html 

注記  
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4 国際化支援アドバイス【中小機構 関東】 

支援内容 海外でのビジネス展開の課題やお悩みに際し、地域・分野を問わずご相談をお受けします。

１回原則１時間、無料で何度でもご利用可能です。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/contact/hanro_kokusai/index.php 

注記 原則、対面相談での実施のため、東京にお越しいただくことになります。 

 

 ２－２ 貿易実務講座 

1 貿易実務研修【公社】 

支援内容 貿易実務の基礎編として、基本的な用語、国際契約書の特徴や作り方及び契約書調印後の

実務等のスキルを習得できる研修を開催します。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp 

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=kaigai_tenkai#ktd6 

注記 詳細は HPやメールマガジンでご案内します。 

 

2 貿易実務オンライン講座【JETRO茨城】 

支援内容 海外ビジネスをはじめるにあたって必要なノウハウを短時間で学習したい方、貿易実務に

かかわる人材育成のための研修を探している方は、貿易実務を自分のペースで学習いただ

けるオンライン講座をご活用ください。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/elearning/ 

注記  

 

３．海外取引先開拓・販路拡大 

～海外取引先を見つけたい、海外販路を拡大したい～ 

 ３－１ 海外見本市・海外展示会・商談会出展支援 

1 ものづくり商談会出展支援【茨城県】 

支援内容 アジアにおけるものづくり商談会を金融機関等と共催し、出展及び商談支援を行います。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/eigyo/global/index.html 

（グローバル戦略チームトップページ） 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 
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2 海外展示会・商談会出展支援【公社】 

支援内容 アジアで開催される展示会等に出展枠を確保し、出展及び商談支援を行います。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp  

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=kaigai_tenkai#ktd4 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

3 海外見本市・展示会【JETRO茨城】 

支援内容 見本市・展示会情報総合ウェブサイト(J-messe)で世界各国の見本市・展示会情報を提供

しているほか、ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会のジャパン・パビリオンへ

の出展を支援します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/j-messe/ 

注記  

 

4 展示会出展サポート【中小機構 関東】 

支援内容 多くの海外バイヤーが来場される展示会について、出展料の補助や、比較的安価な額での

出展を御案内します。 

・Nippon Quality（9月）  ・Gift Show（2月）  ・FoodEx（3月） 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/sme/market/exhibition/index.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

 ３－２ 海外バイヤー招へい・商談会 

1 海外バイヤー招へい・商談会【茨城県】 

支援内容 海外から食品系バイヤーを県内に招へいし、マッチングのための商談会を開催します。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/eigyo/global/index.html 

（グローバル戦略チームトップページ） 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 
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2 海外バイヤー招へい・商談会【JETRO茨城】 

支援内容 海外から有力なバイヤーや代理店候補を招へいし、海外市場開拓を目指す日本企業とのマ

ッチングのための個別商談会を開催します。また、通訳の手配など、商談の成功に向けて

ジェトロがサポートします。  

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/events/ 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

3 海外企業 CEO商談会【中小機構 関東】 

支援内容 年に４回程度、日本企業との連携を希望するアセアン地域の海外企業のＣＥＯを招聘し、

商談会・交流会を実施します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田 

E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp、 ceo-network@smrj.go.jp 

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

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

4 サポートビジネス商社活用海外展開セミナー及び海外展開 ONE to ONE商談会 

【関東経済産業局】 

支援内容 輸出を志向する事業者の皆様に対して、サポートビジネス商社（※）を講師に迎え、輸出

に取り組む上で必要な心構えなど、輸出を成功させるためのポイントについて講演を行い

ます。本商談会では、海外展開に課題を持つ事業者の皆様に対して、現地消費者の嗜好を

把握し、かつ現地企業との調整や契約手続き等を行うサポートビジネス商社との商談の機

会を御提供します。 

※海外市場に精通し、商談後のフォローアップをはじめテストマーケティングから販路開

拓支援まで海外展開のトータルサポートを行う商社。 

お問合せ先 関東経済産業局 産業部 国際課 

電話：048-600-0264 

HP URL https://www.kanto.meti.go.jp/annai/hodo/data/20190704_kaigaitenkai_press.pdf 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 ３－３ 海外取引先情報入手支援 

1 現地バイヤー等需要開拓【茨城県】 

支援内容 国内及び海外に専門スタッフを配置し、現地のバイヤー、小売店、レストラン等に支援対

象商品の売込みを実施します。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/eigyo/global/index.html 

（グローバル戦略チームトップページ） 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

2 海外展開専門家によるマッチング支援【公社】 

支援内容 食品及びものづくり分野の専門家が、個別企業の海外展開策定支援や商談のマッチングか

らフォローアップまで支援します。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp 

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=kaigai_tenkai#ktd1 

注記  

 

3 引き合い案件データベース【JETRO茨城】 

支援内容 海外の仕入れ先や販路を開拓したい、生産、販売のパートナー探しをしたい企業と、海外

をつなぐマッチングサイトです。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html 

注記  

 

4 海外ミニ調査サービス【JETRO茨城】 

支援内容 お客様に代わって、海外の取引候補となる企業のリストアップや、輸入統計の調査、輸出

入規制に関する情報など、情報収集のサポートを行います。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/quick_info/ 

注記 事前申し込みが必要です。 

 

 

 

 

 

 



13 

 

5 海外における EC販売プロジェクト【JETRO茨城】 

支援内容 ジェトロが海外 ECとの商談仲介や輸出時のサポートなどを行い、貴社商品の ECサイトを

通じた海外販路拡大を支援します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

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

注記  

 

6 新輸出大国コンソーシアム【JETRO茨城】 

支援内容 商工会議所や金融機関など、日本企業の海外展開を支援する全国のあらゆる支援機関が結

集し、海外展開にご関心をお持ちの中堅・中小企業の皆様へ、海外進出や輸出業務に詳し

い専門家の派遣などを通じて、ワンストップの支援サービスを提供いたします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/consortium/ 

注記  

 

7 E-mail相談【JETRO茨城】 

支援内容 日本にいながら、海外における自社商品の輸出の可能性や競合商品、現地のトレンドなど

のご相談の回答を E-mailで受け取ることができます。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp  

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/list.html 

注記 事前申し込みが必要です。 

 

8 輸出プロモーターによる支援（農林水産・食品分野）【JETRO茨城】 

支援内容 専門家が、貴社の製品や会社の状況に合わせて、輸出戦略の策定、市場情報の収集から海

外見本市の随行、商談の立ち合い契約締結まで一貫してお手伝いします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/export.html 

注記 ご利用には審査があります。 

 

9 ビジネスマッチング支援【JETRO茨城】 

支援内容 海外の現地パートナー、取引先候補企業のリストアップ、商談アポイントの取得支援、商

談への同席等を行います。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp  

HP URL https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html 

注記 一部サービスは有料となりますので、詳細はお問い合わせください。 
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10 ビジネスミッション事業【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開を目指す中小企業を対象に、特設Ｗｅｂサイトを活用した情報発信や海外現地ミ

ッション（商談会の開催、調査）を通じて海外展開を成功させるサポートを行います。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/strategy/index.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

11 面談・メールによる EC活用支援アドバイス【中小機構 関東】 

支援内容 ECを通じた、国内・越境（海外）の販路拡大に向けて、Webサイトの構築、モール出展に

際した注意点等を、対面・メールでアドバイスします。１回原則１時間、無料で何度でも

ご利用可能です。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/sme/market/e_commerce/index.html 

注記 対面相談の場合、原則東京にお越しいただくことになります。 

 

12 国際化支援アドバイス【中小機構 関東】（再掲） 

支援内容 海外でのビジネス展開の課題やお悩みに際し、地域・分野を問わずご相談をお受けいたし

ます。１回原則１時間、無料で何度でもご利用可能です。 

お問合せ先 中小機構関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/contact/hanro_kokusai/index.php 

注記 原則、対面相談での実施のため、東京にお越しいただくことになります。 

 

４．海外進出 

～海外に進出したい～ 

 ４－１ 海外における支援 

1 ビジネスマッチング支援（再掲）【JETRO茨城】 

支援内容 海外の現地パートナー、取引先候補企業のリストアップ、商談アポイントの取得支援、商

談への同席等を行います。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html 

注記 一部サービスは有料となりますので、詳細はお問合わせください。 

 

 

 

 



15 

 

2 現地協力機関・専門家の紹介、取次ぎ【JETRO茨城】 

支援内容 海外事務所を通じて、現地政府機関、在外公館等の公的機関や、法律・会計事務所等のご

紹介、取次ぎをいたします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/platform/ 

注記 事前申し込みが必要です。 

 

3 ビジネス・サポートセンター【JETRO茨城】 

支援内容 対象国への投資、技術提携を検討する日本企業の皆様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ます。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 

注記 対象国はフィリピン、タイ、インド、ベトナム、ミャンマーで、有料 

サービスとなります。 

 

4 SWBS(中小企業ワールドビジネスサポート)（再掲）【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開を目指す中小企業と、その海外展開をサポートする企業・団体等とのマッチング

を Webとリアルイベントの両方で提供します。Webは単に支援企業の検索にとどまらず現

地情報や、イベント情報なども発信します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://swbs.smrj.go.jp/ 

注記  

 

5 海外事務所・海外派遣職員の活用【茨城県】 

支援内容 中国（北京、上海）、シンガポール、ベトナム（ハノイ）、米国（ニューヨーク）の海外派

遣職員が、現地での活動支援を行います。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/eigyo/global/documents/text.pdf 

注記 事前申し込みが必要です。いばらきグローバルビジネス推進協議会の 

会員企業対象。（随時入会可） 
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6 海外事務所の活用【JETRO茨城】 

支援内容 世界約 70ヵ所の海外事務所において、現地一般経済事情やビジネス環境について、海外

駐在員や専門アドバイザーが情報提供を行います。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL ― 

注記 事前申し込みが必要です。詳細はお問合せください。 

 

 ４－２ 海外進出支援 

1 新輸出大国コンソーシアム（再掲）【JETRO茨城】 

支援内容 商工会議所や金融機関など、日本企業の海外展開を支援する全国のあらゆる支援機関が結

集し、海外展開にご関心をお持ちの中堅・中小企業の皆様へ、海外進出や輸出業務に詳し

い専門家の派遣などを通じて、ワンストップの支援サービスを提供いたします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/consortium/ 

注記  

 

2 ミッション派遣【JETRO茨城】 

支援内容 企業の関心が高い、あるいは情報ニーズが高いものの、単独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（視察団）を派遣します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/events/mission.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

3 地域間交流支援事業【JETRO茨城】 

支援内容 日本各地の中小企業の皆様がグループ単位で海外地域との間でビジネス交流を進め、商談

を支援いたします。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/rit.html 

注記 募集に関する情報は HPをご確認ください。 
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4 ジェトログローバルアクセラレーションハブ【JETRO茨城】 

支援内容 米国・シリコンバレーなど、世界各地のスタートアップ・エコシステム先進地域において、

ビジネス拡大を目指す日系スタートアップに対し、ブリーフィングやメンタリング、マッ

チング等のサービスを提供しています。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp  

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/jhub.html 

注記 対象国が限られておりますので、詳細はお問い合わせください。 

 

5 国際化支援アドバイス（伴走型）【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開のプロジェクトに合わせ、数ヶ月間にわたる支援計画書の作成、海外現地同行も

含めた支援等、専門家・職員が伴走者として行う専門家派遣事業を実施します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL ― 

注記  

 

6 基礎調査（開発途上国向け）【JICA筑波】 

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。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/fs/index.html 

注記 募集に関する情報は HPをご確認ください。 

 

7 案件化調査（開発途上国向け）【JICA筑波】 

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。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp  

HP URL https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/smebmfs/index.html 

注記 募集に関する情報は HPをご確認ください。 
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8 普及・実証・ビジネス化事業（開発途上国向け）【JICA筑波】 

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。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/smebvs/index.html 

注記 募集に関する情報は HPをご確認ください。 

 

 ４－３ 資金融資 

1 資金融資（協調融資）の事例紹介【茨城県】 

支援内容 企業が海外に工場を設置するときなど、外国通貨建て資金が必要になった場合、金融機関

による県内企業への協調融資の事例を紹介いたします。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

HP URL ― 

注記 県による海外展開に関する資金融資制度はございません。 

 

2 海外投融資（開発途上国向け）【JICA筑波】 

支援内容 途上国の開発事業で、既存の金融機関のみでは対応が困難な事業に対して融資や出資によ

り支援します。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL https://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/loan/about.html 

注記  
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５．人材育成支援 

～人材育成支援について知りたい～ 

1 外国人材支援センター【茨城県】 

支援内容 茨城県外国人材支援センターにおいて、外国人雇用に関する各種相談、専門アドバイザー

による中小企業支援、外国人向け求人と求職者のマッチング支援、ベトナム、インドネシ

ア、ミャンマーからの求職者情報の提供などの支援を行います。 

お問合せ先 茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム 

電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒  E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

茨城県外国人材支援センター（水戸市千波町後川 745 ザ・ヒロサワ・シティ会館  

分館 1階、9:00～17:00 (土日祝祭日などを除く)） 

電話 029-239-3304、FAX 029-239-3305  E-mail: info@ifc.ibaraki.jp 

HP URL https://ifc.ibaraki.jp 

注記  

 

2 海外展開におけるグローバル人材の採用・育成の支援【JETRO茨城】 

支援内容 海外ビジネス展開を目指す企業の皆様向けに、海外ジョブフェア開催などを通じて高度外国人

材の採用、定着に向けて支援するほか、外国人材の採用に必要な手続きや情報を提供します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/themetop/hr/ 

注記  

 

3 高度外国人材活躍推進プラットフォーム【JETRO茨城】 

支援内容 高度外国人材の活躍推進に向けて、ジェトロのホームページ上に「高度外国人材活躍推進

ポータルサイト」を設置し、外国人材活用のための情報提供及びコーディネーターによる

外国人材採用支援サービスを提供しています。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

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

注記  

 

4 民間連携ボランティア制度【JICA筑波】 

支援内容 企業の社員を海外協力隊員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などに活用できます。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL https://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/cooperation/ 

注記  
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5 日本人材開発センター(通称：日本センター)【JICA筑波】 

支援内容 東南アジア、東アジア、中央アジア諸国を対象に、JICAが協力している『日本人材開発

センター』(市場経済移行国等におけるビジネス人材の育成と日本との交流を目的とした

拠点)を通じた支援が可能です。途上国での現地人材育成・確保をお手伝いします。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp   

HP URL https://www.jica.go.jp/japancenter/ 

注記  

 

6 PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト）【JICA筑波】 

支援内容 PARTNERとは、グローバル人材を求める組織や団体と、国際協力で活躍を目指す方をつな

ぐ、JICAが運営する「国際協力総合情報サイト」です。海外経験や高い専門性を有した

人材が多数登録されているため、海外展開活動に必要な人材を見つけることが可能です。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL http://partner.jica.go.jp/ 

注記  

 

7 草の根技術協力事業【JICA筑波】 

支援内容 NGOや民間企業、大学、自治体等がこれまでに培ってきた経験や技術を活かして企画した

途上国への協力活動を支援します。 

お問合せ先 JICA筑波 

電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

HP URL https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html 

注記 募集に関する情報は HPをご確認ください。 

 

６．知的財産権支援 

～知的財産権支援について知りたい～ 

1 茨城県中小企業外国出願支援事業【公社】 

支援内容 県内中小企業者の外国への特許出願、実用新案、意匠、商標登録出願に関する経費の一部

を助成します。 

（助成額は最大特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標出願 30万円） 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 海外支援情報課 

電話：029-224-5412  E-mail：joho@iis-net.or.jp 

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=kaigai_tenkai#ktd5 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。  
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2 中小企業外国出願支援事業【JETRO茨城】 

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、基礎となる出願（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。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

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

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

3 地域団体商標海外展開支援事業【JETRO茨城】 

支援内容 地域団体商標を付した商品やサービスの海外展開において、ブランド戦略の立案から、海

外でのプロモーション・販路開拓活動の実施、および海外における知的財産の保護・活用

にいたるまでハンズオンで支援を実施します。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/tiki_support.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

4 知的財産保護関連サービス【JETRO茨城】 

支援内容 海外での知的財産権の侵害状況・保護のための対策に関して、基礎・実務両面で各種の情

報提供をしています。基礎情報や具体的な対策事例、最新の知的財産法制度の概要・運用

状況を知りたい方はぜひご活用ください。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/theme/ip/basic/pamphlet/pdf/ip_protection_service_2013_rev.pdf 

注記  

 

5 ジェトロ・イノベーション・プログラム【JETRO茨城】 

支援内容 中堅・中小企業の知的財産を活用した外国でのビジネス展開の促進を支援するため、現地

の起業支援システムを活用し、ビジネスモデルの構築から商談まで、支援企業の状況に合

わせて、一貫して支援します。シリコンバレー、ドバイ、中国等で実施予定です。 

お問合せ先 JETRO茨城 

電話：029-300-2337  E-mail：ibr@jetro.go.jp 

HP URL https://www.jetro.go.jp/services/innovation.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 
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6 戦略的知財活用海外展開補助金事業【中小機構 関東】 

支援内容 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を活用した海外での事業展開を計画している中小企

業に対し、３年間にわたり専門家がチームで伴走型のコンサルティング支援を行うととも

に、外国特許出願や海外現地調査などの費用を補助します。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp  

HP URL https://www.smrj.go.jp/org/info/solicitation/2019/akn4gh0000003taq.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

７．助成金 

～助成金について知りたい～ 

1 いばらきチャレンジ基金事業【公社】 

支援内容 海外展示会出展を核とする販路開拓を支援します。 

お問合せ先 （公財）茨城県中小企業振興公社 資金助成室 

電話：029-224-5318  E-mail：info@iis-net.or.jp 

HP URL http://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

2 ビジネスマッチング支援（助成金）【中小機構 関東】 

支援内容 海外展開を目指す中小企業を対象に、特設Ｗｅｂサイトを活用した情報発信や海外現地ミ

ッション（商談会の開催、調査）を通じて海外展開を成功させるサポートを行います。 

お問合せ先 中小機構 関東 

電話：03-5470-1608、井上、石田  E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

HP URL https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/strategy/index.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 

 

3 JAPANブランド育成支援事業【関東経済産業局】 

支援内容 中小企業の新たな販路の開拓につなげるため、複数の中小企業等が連携し、技術等の強み

を踏まえた戦略策定支援を行うとともに、戦略等に基づく商品開発や販路開拓等の取組み

を支援する。 

お問合せ先 関東経済産業局 産業部 国際課  

電話：048-600-0264 遠矢（とおや）、北村 

E-mail：kanto-jb@meti.go.jp 

HP URL https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jpnbrand/index.html 

注記 募集に関する情報は、HPやメールマガジンで随時発信します。 
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相談窓口 

 

１． 何から始めてよいかわからない、どこに問い合わせたらよいかわからないときなど、茨城県

が窓口となって、各支援機関や支援施策についてご紹介します。お気軽にお問い合わせください。 

茨城県営業戦略部グローバル戦略チーム（「茨城県」） 

お問合せ先 電話：029-301-3529 日暮（ひぐらし）、石黒 

E-mail：global_1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 

２． 各支援機関が有する事業全般に関するご質問や，各支援機関の役割などについて知りたい 

ときは，下記支援機関にお気軽にお問合せください。 

茨城県中小企業振興公社（「公社」） 

お問合せ先 海外支援情報課 

電話：029-224-5412 

E-mail：joho@iis-net.or.jp 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター（「JETRO茨城」） 

お問合せ先 電話：029-300-2337 

E-mail：ibr@jetro.go.jp 

 

中小企業基盤整備機構（「中小機構 関東」） 

お問合せ先 電話：03-5470-1608、井上、石田 

E-mail：kntkokusai@smrj.go.jp 

 

国際協力機構 筑波センター（「JICA筑波」） 

お問合せ先 電話：029-838-1117 村上、渋澤 

E-mail：tbictpp@jica.go.jp 

 

  

 

 



 

（参考）公募期間・実施期間のある事業一覧（「海外展開支援策」から抜粋）

 

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
2-1-3 JETRO茨城 8 ○ ○ ☆
2-2-1 公社 9 ○ ○ ○ ○ ☆

タイ ○ ○ ○ ○ ☆
ホーチミン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
上海 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆
香港Food Expo ○ ☆
沖縄大交易会 ○ ○ ☆
タイMETALEX ○ ○ ☆

3-1-3 JETRO茨城 10

Nippon Quality ○ ○ ☆
FoodEx ○ ○ ☆

3-2-1 茨城県 10

3-2-2 JETRO茨城 11

3-2-3 中小機構 関東 11 ○ ○ ○ ☆ ☆

3-2-4 関東経済産業局 11 ○ ☆ ○ ○ ○ ☆

3-3-1 茨城県 12 ○ ○ ☆
3-3-10 中小機構 関東 14  ○ ○ ☆
4-2-2 JETRO茨城 16

4-2-3 JETRO茨城 16 ○ ○ ☆
4-2-6 JICA筑波 17 ○ ○ 　 　 ○ ○ 　
4-2-7 JICA筑波 17 ○ ○ 　 　 ○ ○ 　
4-2-8 JICA筑波 18 ○ ○ 　 　 ○ ○ 　
5-7 JICA筑波 20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　
6-1 公社 20 ○ ○ ☆
6-2 JETRO茨城 21 ○ ○ ☆
6-3 JETRO茨城 21 ○ ○ ☆
6-5 JETRO茨城 21 ○ ○ ☆
6-6 中小機構 関東 22 ○ ○ ☆
7-1 公社 22 ○ ○ ○ ○  ○ ○

○ ○ ☆
○ ○ ○ ☆

7-3 関東経済産業局 22 ○ ○ ☆
(*)事業実施期間は，単年度と複数年度がある

サポートビジネス商社活用海外展開セミナー

及び海外展開ONE to ONE商談会

現地バイヤー等需要開拓
ビジネスミッション事業
ミッション派遣
地域間交流支援事業
基礎調査（開発途上国向け）
案件化調査（開発途上国向け）

7-2 ビジネスマッチング支援（助成金） 中小機構 関東

ジェトロ・イノベーション・プログラム
戦略的知財活用海外展開補助金事業
いばらきチャレンジ基金事業（*）

JAPANブランド育成支援事業

普及・実証・ビジネス化事業（開発途上国向け）

草の根技術協力事業
茨城中小企業外国出願支援事業
中小企業外国出願支援事業
地域団体商標海外展開支援事業

令和元年度（2019年度）公募事業　募集期間（＝○），事業実施期間（＝☆）一覧
7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月

海外バイヤー招へい・商談会
海外バイヤー招へい・商談会
海外企業CEO商談会

9

10
海外展示会・商談会
出展支援

海外見本市・展示会

公社

ものづくり商談会出
展支援

10

1月 2月 3月

3-1-4 展示会出展サポート 中小機構 関東

茨城県

3-1-2

見本市・展示会により異なる

貿易実務研修

事業

3-1-1

No. 問合せ先 掲載ﾍﾟｰｼﾞ

海外における営業秘密漏えい対策支援事業

第1回募集→ 第2回募集→

第2回

募集

→

22

募集・実施時期未定（2019年10月1日現在）
対象国・対象品目により異なる

←セミナー：7/31，商談会：10/2

対象国により異なる

第1回

募集

→

第1次→ ←第3次

第2次

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）

（選考期間）


