
機関名 事業名 内容 開催時期 対象地域 対象者 公募時期

青森県 大連展示商談会 「大連日本商品展覧会」に出展 ９月 中国 全業種 ６月

青森県 中国国際輸入博覧会 「中国国際輸入博覧会」に出展 １１月 中国 食品関連 ４月

岩手県
2019南アジア東南アジア諸国商
品展示会・投資貿易商談会

「2019南アジア東南アジア諸国商品展示会・投資貿易商談会（中
国・昆明市）」に出展。

6月
中国(雲南省）
昆明

全業種 ４月

岩手県 Food　Taipei　2019
「台北国際食品見本市（Food　Taipei　2019）」ジャパンパビリオン
に出展。

6月
台湾
台北

食品関連 １月

岩手県 岩手県産品総合商談会in台北
台北市内において岩手県及び台湾の企業が参加する商談会を開
催。

6月
台湾
台北

食品関連 ４月

岩手県 韓国輸入商品展示会 韓国ソウルで開催される輸入商品展示会に出展 6月
韓国
ソウル市

食品関連 ３月

岩手県 FOOD　EXPO　2019
「香港国際食品見本市（FOOD EXPO　2019）」ジャパンパビリオン
に出展。

8月 香港 食品関連 ５月

岩手県 大連展示商談会
宮城県と共同で県内企業の「大連日本商品展覧会」出展を支援
（県ブース設置）

9月
中国
大連

全業種 ６月

岩手県 中国国際輸入博覧会 「第２回中国国際輸入博覧会」日本パビリオンに出展。 11月
中国
上海

全業種 ４月

宮城県 宮城県・上海商談会
七十七銀行と共同で県内企業の「ＦＢＣ上海2019ものづくり商談
会」出展を支援。

10月
中国
上海

製造業 6月

宮城県 大連展示商談会
岩手県と共同で県内企業の「大連日本商品展覧会」出展を支援
（県ブース設置）。

9月
中国
大連

全業種 6月

宮城県 台湾企業等招へい商談会 宮城県内に台湾企業を招へいし，商談会を開催します。 未実施 台湾 製造業 未実施

宮城県
東南アジア宮城県産品マーケ
ティング支援事業

ベトナムのショッピングモール等において、県産品のテストマーケ
ティングを実施します。

2019年8月～
2020年2月

ベトナム
食品製造業者・サービス業
者等

7月

 宮城県
ロシアビジネス支援事業見本市
出展支援

「World Food Moscow」に宮城県ブースを設置し，県内事業者の出
展を支援。

９月 ロシア 食品関連 ５月

宮城県
米国におけるB to C向け販路開
拓事業

シアトルの日系スーパーにおける「宮城フェア」の開催， 11月，３月 米国 食品関連 ７月

宮城県
米国におけるB to B向け販路開
拓事業

Japanese Food Expo2020への宮城県ブースの出展 １月 米国 食品関連 ７月

秋田県 Food Taipei 2019
第２９回台北国際見本市（Food Taipei 2019）に秋田県ブースの出
展

6月 台湾 食品関連
実績（①支援企業数5社、②商
談件数47社、③成約件数1社）

秋田県
秋田アンテナレストランでの県
産メニュー試食会

現地飲食店のオーナーやシェフ等を招待し、県産食材を使用した
料理を提供しＰＲを行うとともに商談を行う。

10月
タイ
バンコク

食品関連
実績（①支援企業数2社、②商
談件数１０件、③成約件数１０
件）

秋田県 韓国輸入商品展示会 韓国輸入協会が主催する「輸入商品展示会」に出展 6月
韓国
ソウル市

食品関連
実績（①支援企業数1社、②商
談件数16社、③成約件数1件）

山形県 THAIFEX２０１９ 「THAIFEX２０１９」に出展 5/28-6/1
タイ
バンコク

全業種 ３月

山形県 中国ハルビン国際貿易商談会 「第30回中国ハルビン国際経済貿易商談会」に出展 6/15-19
中国
ハルビン市

全業種 ２月

山形県 中国大連日本商品展覧会 「中国大連日本商品展覧会」に出展 9/27～29
中国
大連

全業種 ６月

山形県 台湾商談会 県内企業が現地に赴き、個別商談会を実施 10月24日
台湾
台北

食品関連 ６月

山形県 FOOD　JAPAN２０１９ 「FOOD　JAPAN２０１９」に出展 10/31-11/2
シンガポール

食品関連 ７月

山形県 中国国際輸入博覧会 「第２回中国国際輸入博覧会」日本パビリオンに出展。 11/5-11/10
中国
上海

全業種 ４月

福島県
Mfairバンコク 2019 ものづくり商
談会

福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援した。

6/19～21 タイ・バンコク 製造業 支援企業6社

福島県
FBCホーチミン2019ものづくり商
談会

福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援した。

10/10-10/11
ベトナム
ホーチミン

製造業 支援企業2社

福島県 FBC上海2019ものづくり商談会
福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援した。

10/23～25 中国・上海 製造業 支援企業5社

福島県 エアロマート名古屋 国内最大級の航空宇宙産業におけるビジネスマッチング 9/24～26 名古屋 県内企業 県内企業６社を出展支援

福島県
ふくしま再生可能エネルギー産
業フェア

「ふくしま再生可能エネルギー産業フェア」を開催し、海外の国・自
治体・研究機関等の出展。

10/30～31
福島県
郡山市

再エネ・省エネ産業
①支援企業数
　２１６企業・団体

福島県 E-world energy & water 「E-world energy & water」に福島県関係企業とともに出展。 2020/2/11～13
ドイツ
エッセン市

エネルギー関係

①支援企業数
　６企業・団体
②商談件数：集計中
③成約件数：集計中

福島県 MEDICAL FAIR THAILAND 2019
東南アジア最大級の医療機器関連展示会「MEDICAL FAIR
THAILAND 2019」に福島県ブースを出展。ジェトロのRIT事業と連
携。

9/11-9/13 タイ・バンコク
医療・福祉機器、部材メー
カー等

①10社②450件③1件（令和元
年10月時点）

福島県 MEDICA/COMPAMED
世界最大級の医療機器関連展示会「MEDICA/COMPAMED2019」
にジェトロと連携して、福島県関係企業とともに出展。

11/18～21
ドイツ　デュッセルドル
フ

医療機器、関連部材等 ①6社②300件③2件

福島県 メディカルクリエーションふくしま
医療機器設計・製造展示会「メディカルクリエーションふくしま
2019」を開催し、ドイツ企業を招聘するなど海外企業の出展があっ
た。

11/27～28
福島県
郡山市

医療関連機器
①海外企業11社（うち招聘企業
7社）※②③集計中

福島県 東南アジア青果物バイヤー招聘 インドネシアとタイから、現地青果物バイヤーを招聘
7/1～3、
7/3～5

福島県内 青果物
招聘バイヤー数：インドネシア１
社、タイ２社

福島県 アメリカ日本酒関係者招聘 アメリカ・サンフランシスコから商社やディストリビューター等を招聘 11/14～16 福島県内 日本酒
招聘関係者数：ディストリビュー
ター２社、小売店１社、飲食店１
社

仙台市 TOYOTSU JAPAN FESTIVAL 「TOYOTSU JAPAN FESTIVAL」へ仙台市ブースを出展
6月14日～16
日

タイ　バンコク 全業種 2019年4月12日～5月7日

仙台市
MEDICAL FAIR THAILAND
2019

「MEDICAL FAIR THAILAND 2019」へ仙台市ブースを出展 9月11日～13日タイ　バンコク 医療・福祉機器等 2019年7月1日～8月15日

ＪＩＣＡ東北
ベトナムビジネスフォーラムin仙
台

JICAが支援している「ベトナム・日本人材開発インスティチュート
（VJCC）」にて日本式経営を学ぶベトナム人経営者を研修員として
日本に招へいし、仙台においてベトナム企業によるパネル展示と
日本企業との個別面談を実施。

6月28日 ベトナム 全般 参加者数：46企業・団体67名

東北地域貿易促進協議会構成機関　2019年度事業実績一覧　（商談会・相談会・補助金等）　（事業別）

　①　商談会・見本市

1 2019年度事業実績



ジェトロ仙台・青森・盛
岡・福島・山形

東北復興水産加工品展示商談
会2019

東北六県商工会議所連合会と連携し、ジェトロが海外からバイ
ヤーを招聘。東北の水産加工業者との商談をアレンジ。

6月25日～26
日

上海、タイ、ベトナム、
マレーシア、オーストラ
リア

水産加工品

ジェトロ仙台・秋田・盛
岡・山形

輸出商社との商談会（ビジネス
マッチ東北 2019内イベント）

国内輸出商社5社を招聘し、商談会を実施。東北ニュービジネス協
議会との連携事業。

11月7日 海外全般 食品全般

ジェトロ仙台
香港での自動販売機搬入食材
商談会

香港で自動販売機を使ったテスト販売を静岡県の企業が計画（農
林水産省採択事業）。自販機に搬入する食材を求める商談会を仙
台で実施。

11月18日 香港 食品全般

宮城県・東北大学・ジェ
トロ仙台

「MEDICA」で東北大発ベン
チャーの商談

ドイツで開催される医療関連展示会「MEDICA」に東北大発ベン
チャー2社を派遣し、展示会出展企業との商談をアレンジ。東北大
学PRの場も創出。宮城県からの受託事業。

11月18日～22
日

ドイツ 医療関連

宮城県・ジェトロ仙台 日EUナノテクマッチング
日欧産業協力センターの協力のもと、宮城県と共にEU企業と宮城
県を中心とする在東北企業とのナノテクノロジー分野におけるビジ
ネスマッチング商談会を開催。

1月28日 EU ナノテクノロジー分野

宮城県・ジェトロ仙台 ロサンゼルス食品商談会
Japanese Food Expo 2020の宮城県出展企業4社に対し、現地バ
イヤーのアレンジを行い、BtoBの商談の場を提供。

1月25日 米国 農水産・食品関連

ジェトロ仙台 ジェトロ食品輸出商談会in東北
海外からバイヤー6社を招聘し、事前マッチング形式の商談会を実
施。

2月21日
米国、英国、フランス、
マレーシア、カンボジ
ア、ミャンマー

農水産・食品関連

ジェトロ秋田 デザイン産品バイヤー招へい
台湾からデザイン産品のバイヤーを招へいし、県内事業者や工房
を訪問し、商談を実施

10月23、24日 台湾 デザイン、日用品

ジェトロ仙台・ジェトロ山形
2019年度　海外バイヤー（デザ
イン分野）招へい事業in 宮城＆
山形

欧米泰3か国からデザイン分野のバイヤーを招聘し、宮城・山形の
デザイン関連企業と商談。山形分は山形県からの受託事業。

11月18日～22日英国、米国、タイ デザイン・日用品 9月上旬より募集開始

ジェトロ山形 中国向け越境EC商談会 中国の越境EC関連バイヤーを招聘して商談会を開催。 9月12日 中国 食品、デザイン・日用品 -

ジェトロ山形
県産品を世界へ！若手経営者
海外展開推進事業　香港プロ
モーション

継続的な輸出実績のない県内企業を対象にセミナー等で海外ビ
ジネスの準備を行い、香港で商談会を開催。参加経費等について
は県からの助成有。山形県からの受託事業。

制限なし
県内中小企業等の若
手経営者（概ね50歳未
満）　等

食品、デザイン・日用品 -

ジェトロ福島
MEDICAL FAIR THAILAND
2019出展支援

福島県が東南アジア最大級の医療機器関連展示会「MEDICAL
FAIR THAILAND 2019」に福島県ブースを出展。ジェトロ福島は
RIT事業の一環として支援。

9/11-9/13 タイ・バンコク
医療・福祉機器、部材メー
カー等

平成31年3月末～4月末頃
（予定）

ジェトロ福島
ジェトロ食品輸出商談会in福島
（酒類特化）

海外5か国から酒類バイヤーを招へい、県内外14社の蔵元が参加
して商談会を開催した。（日本酒、焼酎、ウィスキー）

11月26日

国内：全国、海外招へ
い者：ベトナム、オース
トラリア、ブラジル、スイ
ス、ドイツ

酒類

ジェトロ福島
E-world energy & water出展支
援

福島県が「E-world energy & water」に福島県関係企業とともに出
展。ジェトロ福島は、ビジネスマッチングの確度を上げるために現
地コンサルを活用して各種支援を実施。

2020/2/11～13
ドイツ
エッセン市

エネルギー関係

中小企業基盤整備機構
海外企業CEOとの商談会・交流
会

海外企業の経営者、海外政府機関等を日本に招聘し、商談会及
び交流会を開催します。

①8/2
②10/16
③11/27-
11/29
②2/6

①ベトナム
②、③ASEAN
④インド

全業種

①6/21-7/17
②8/21-9/30
③10/11-11/13
④12/17-1/16

東北ニュービジネス協
議会

ビジネスマッチ東北２０１９
東北最大規模のビジネス展示商談会
様々なマッチングコンテンツで、東北の中小事業者の国内外への
販路開拓を支援する。

11月7日 全国 全業種 ４月下旬より出展募集開始

機関名 事業名 内容 開催期日 場所 対象業種 公募時期

ＪＩＣＡ東北 アフリカビジネスセミナーin仙台

日本企業向けに、アフリカへのビジネス展開に向けた支援機関の
支援メニューや進出事例の紹介。また、アフリカビジネスに向けた
アフリカ人留学生の活用について説明するとともに企業と就学生
との交流会。

7月25日実施 宮城県仙台市 全般 参加者数：-企業・団体-名

ＪＩＣＡ東北
JICAの中小企業向け海外展開
支援事業に関する説明会

中小企業の海外展開支援を中心にした情報交換会として山形県
内各地区で開催。具体的な県内企業の取り組み、JICA中小企業・
SGDsビジネス支援事業の紹介、ＰＡＲＴＮＥＲや民間連携ボラン
ティア事業の紹介。また、参加者による情報交換会を通じて各社
の海外展開計画や関連機関による支援メニュー紹介。

11月15日実施 山形県鶴岡市 全般 参加者数：46企業・団体67名

ＪＩＣＡ東北
ベトナム調査団報告を含む途上
国への海外進出セミナー

2019年度JICA民間連携理解促進調査団に参加した2団体6企業
による調査団報告及び支援機関の海外展開支援メニューの説
明、JICA東北との個別相談会を行った。

11月20日実施
11月21日実施
2月17日実施

秋田県秋田市
宮城県仙台市
福島県郡山市

全般

参加者数：
秋田：16企業・団体26名
宮城：18企業・団体24名
福島：27企業・団体40名

ＪＩＣＡ東北
中小企業・SDGsビジネス支援事
業　応募に向けた企画書作成の
コツセミナー

JICA中小企業・SDGsビジネス支援事業への応募に向けて、審査
のポイント、企画書作成のコツ、採択後の調査/事業のイメージの
説明。また、本事業では、コンサルタントとの協力を推奨しており、
なぜコンサルタントが必要なのか、コンサルタント選定のポイント
及び注意点の説明。さらに、JICA事業に関わったことのあるコンサ
ルタントの紹介や個別相談会。

1月30日実施 宮城県仙台市 全般 参加者数：16企業・団体20名

ジェトロ東北6事務所 貿易投資相談
各事務所に配置されている貿易投資相談アドバイザーやジェトロ
職員が海外ビジネスに関する相談を受け付け。電話・メール・来訪
面談・往訪面談等様々な手段で対応している。

随時 各ジェトロ事務所内等 全般

ジェトロ仙台 食品輸出相談会
ジェトロ上海、ジェトロ香港ならびに台湾に配置されている農林水
産・食品コーディネーターが来仙し、それぞれの市場に輸出を考え
ている事業者向け相談会を実施。

9月12日
仙台市(仙台第一生命
タワービル11階会議
室）

農林水産・食品輸出者

ジェトロ山形
中国向け越境EC実践セミナー・
個別相談会

中国向け越境ECビジネス展開に係る相談を実施。 8月21日 山形県内 全業種 -

ジェトロ山形
インドビジネスセミナー・個別相
談会

インド大使館との共催でインドビジネスセミナーを開催。その前後
で個別相談会を実施。

2月26日 山形県内 全業種 -

中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイス制度
海外でのビジネス展開の課題やお悩みに対し、豊富な実務知識・
経験・ノウハウを持つ専門家がご相談に応じます。

随時 海外全般 全業種 -

　③　補助金等

機関名 事業名 内容 対象地域 対象者 公募時期 その他

東北農政局
農林水産物・食品輸出促進対策
事業

〇グローバル産地づくり推進事業
農林水産物・食品の輸出を更に拡大していくために、海外から求
められる品質・コスト・ロットでの生産や海外の規制等に対応した
産地「グローバル産地」の形成が必要。このため、海外市場の
ニーズ、需要に応じたロットの確保、相手国の求める農薬規制・衛
生管理などに対応した生産・加工体制を構築するためのGFPグ
ローバル産地計画の策定及び計画の実施体制の構築、事業効果
の検証・改善等の取組について支援を行う。

補助率：定額
補助対象経費：旅費、謝金、会場借料、調査費、委託費、機材使
用料、通信、運搬費等

＿

農林漁業者又は食品
等製造事業者のいず
れかが含まれる３者以
上の連携体、協議会、
都道府県、市町村等

平成31年2月6日
～平成31年5月9日

採択産地３件
青森県漁業協同組合連合会
（青森県：ホタテ加工品）、庄内
たがわ農業協同組合（山形県：
柿）、河北町(JAさがえ西村山,
河北町商工会等)（山形県：イタ
リア野菜）

　②　相談会等
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東北農政局
農林水産物・食品輸出促進対策
事業

〇輸出環境整備推進事業
(1) 既存添加物等申請支援事業
諸外国において、日本の既存添加物等の使用が認められることに
より、これらを含む日本産食品の輸出を促進するため、事業実施
主体が行う相手国の食品衛生管理当局との協議・調整、各種試
験データの取得・分析並びに申請書類取りまとめ及び申請の実施
に必要な経費を補助。

(2) 国際的認証資格取得等支援事業
「輸出戦略」に掲げる重点品目等について、事業実施主体が対象
国・地域が求める検疫等条件への対応（登録園地査察、ハラール
認証等）、国際的に通用する認証の取得・更新（ISO22000等）、対
象国・地域において他国産との差別化が図られる規格認証の取
得・更新（有機JAS認証等）等を行うため必要な経費を補助。

補助率：（1）定額、（2）１／２以内
補助対象経費：旅費、謝金、賃金、役務費、委託費、人件費等

＿

農林漁業者の組織する
団体、商工業者の組織
する団体、民間事業
者、公益財団法人等

平成31年2月7日
～平成31年2月28日

採択件数
（１）なし
（２）６件

青森県
輸出市場販路開拓・拡大支援事
業費補助金

海外で行われる展示会に出展する場合の渡航費、通訳・翻訳費、
出展料等を補助。
（補助率１／２　５0万円以内）

制限無し 県内中小企業 随時

宮城県 地域産品輸出促進助成事業

輸出に取り組もうとする県内農林漁業者や食品製造業者等が行
う、輸出活動（海外で開催される商談会等への参加）に要する経
費について、その一部を助成（補助率１／２　３０万円以内等）※こ
のほか、グループ向けの事業あり

制限なし
県内農林漁業者及び
食品製造業者

随時

宮城県
ベトナム宮城県産品マーケティ
ングサポート補助金

ベトナム日系スーパーでのテストマーケティング等に参加する県
内事業者に対し、現地でマーケティング等を行うために必要な経
費のうち所要の項目について補助します。（補助率１／２　２０万円

ベトナム
食品製造業者・サービ
ス業者等

随時

宮城県
被災中小企業海外ビジネス支
援事業補助金

震災で販路を喪失した企業が新たな販路開拓のため海外での商
談や展示会出展を行う場合の渡航費、通訳雇用費、出展料（小間
代）を補助。（補助率１／２　５０万円以内）

海外全般 県内中小企業 随時

宮城県
中小企業販路開拓総合支援事
業

【市場投入支援】（海外展開型）
県内中小企業が海外展開を図るためのマーケティング活動を支
援。（補助率：10/10以内，1件250万円以内）

制限なし 県内中小企業者
4月下旬～
5月中旬

秋田県 海外展開支援事業費補助金

海外展開に取り組む県内中小企業者等が行う海外展開活動（海
外見本市・商談会への出展、海外現地調査等）に対し、その経費
の一部を補助（補助率1/2、80万円以内。　ただし、新規枠は50万
円以内。）

制限なし 秋田県内中小企業等 4月～6月
採択事業者数：12件
（一般枠11件、新規枠1件）

秋田県
「世界へ羽ばたけ！秋田の食」
輸出・誘客促進事業費補助金

パリ現地で営業推進するための渡仏旅費に対する補助
フランス
パリ

秋田県内食品事業者 11月 採択事業者数：5社　

福島県 ＴＰＰ販路拡大支援事業
ＴＰＰ１１交渉加盟国で開催される商談会等に出展する場合の出
展費用等を補助。
（補助率１０／１０　30万円以内）

ＴＰＰ１１交渉
加盟国

製造業 2社採択

福島県 海外展開サポート事業

福島県が医療関連産業分野において連携強化の覚書を締結して
いる、ドイツ・ＮＲＷ州又はタイ王国の企業等と、福島県内に本社
若しくは製造工場を有する企業等が共同研究・開発を行う案件に
ついて、経費補助を行う。

ドイツ・ＮＲＷ
州、タイ王国

対象地域の企業等と連
携して共同研究を行う
県内企業

福島県 輸出回復緊急対策事業
県産農林水産物の輸出の回復、拡大を通して農林水産業の復興
を図るため、県内民間団体の海外への販路開拓を補助金にて支
援する。

海外全般
県内２事業者以上で組
織された団体

採択団体数：11団体

福島県
（福島県貿易促進協議
会）

海外販路開拓支援助成事業
本事業は、海外における県産品の商談や販売促進活動、
あるいは、新たな市場への販路開拓に取り組む会員に対して、そ
の経費の一部を助成する。

海外全般
福島貿易促進協議会
会員

採択件数　23件
（Ｒ2．2．19現在）

仙台市
仙台市輸出入チャレンジ支援助
成金

下記に係る経費の一部を助成
補助率　対象経費の1/2　限度額　50万円以内

1. 国際見本市出展、貿易、越境ＥＣなど輸出に関する事業
2.海外との輸出・輸入（輸入は初回サンプルのみ）を行う事業
3.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
ズを行う事業

海外 市内中小企業等 随時

ＪＩＣＡ東北
2019年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
業基礎調査（中小企業支援型）

途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの検討に必要な基礎情
報の収集を行う。

開発途上国
中小企業等（コンサル
タント等と組むことも
可）

採択件数：1件
株式会社ふたば（福島県）

ＪＩＣＡ東北
2019年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
案件化調査（中小企業支援型）

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を検討し、ビジネ
スモデルを策定する。

開発途上国
中小・中堅企業等（コン
サルタント等と組むこと
も可）

採択件数：6件
奥山ボーリング株式会社
（秋田県）、株式会社栄組
（岩手県）、株式会社西部
開発農産（岩手県）、株式
会社メタジェン（山形県）、
株式会社メタルプロダクツ・
株式会社石井製作所（山
形県）、矢田工業株式会社

ＪＩＣＡ東北

2019年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
案件化調査（SDGsビジネス支援
型）

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を検討し、ビジネ
スモデルを策定する。

開発途上国 本邦登記法人 -

ＪＩＣＡ東北

2019年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
普及実証ビジネス化事業（中小
企業支援型）

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、事業計画案を策定するもの。

開発途上国
中小・中堅企業等（コン
サルタント等と組むこと
も可）

採択件数：2件
株式会社モディー（岩手
県）、株式会社R-gate八幡
平（岩手県）

ＪＩＣＡ東北

2019年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
普及実証ビジネス化事業（SDGs
ビジネス支援型）

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、事業計画案を策定する。

開発途上国 本邦登記法人 -

ジェトロ東北6事務所 中小企業等外国出願支援事業

優れた技術等を有し、それらを海外において広く活用しようとする
中小企業者等に対し、外国出願にかかる経費の一部を補助金とし
て交付する。
補助率：助成対象経費の２分の１ 以内
補助上限額：１中小企業者あたり３００万円以内（ジェトロと地域実
施機関にて採択した助成金合計）
1 申請案件に対する補助金の上限額あり

海外全般 中小企業等 ６月２4 日～7 月29 日

中小企業基盤整備機構 ビジネスミッション事業

海外展開に取組む中小企業のグループを特設サイトと海外現地
調査により支援。
①特設サイトで外国語による海外企業への情報発信
②中小機構の専門家を活用した現地派遣支援（現地調査、ビジネ
スパートナーの探査）

－ 海外全般
全業種（中小企業のグ
ループ（個人事業主含む））

5/13-5/31

中小企業基盤整備機構
戦略的知財活用海外展開補助
金事業

3年間にわたり、専門家が伴走型のコンサルティング支援を行うと
ともに、主にPCT国際出願に係る費用、海外現地調査旅費の1/2
を助成

－ 海外全般
全業種（特許協力条約
(PCT)に基づく国際出願を
予定している中小企業）

6/28-7/31

東北経済産業局 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業

複数の中小企業等が連携して、優れた素材や技術等を活かし、そ
の魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す
取組みを支援。

(1) 戦略策定支援事業
地域の強みなどを分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を
固めるため、専門家の招聘、市場調査、セミナー開催などを行う取
組に対して支援。
(2)ブランド確立支援事業
中長期的な視野に立ったブランド確立への取組を支援するため、
専門家の招聘、新商品開発、展示会出展等を行うプロジェクトに
対し、最大3年間支援。
補　助　率：(1)　2/3　　(2)(1・2年目）2/3、(3年目)1/2
補助上限額(1)　200万円　(2) 2,000万円
補助下限額(1)　  50万円  (2)    100万円

海外全般
各団体及び4者以上の
中小企業グループ

平成31年2月18日～平成
31年3月18日
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機関名 事業名 内容 対象地域 対象業種 公募時期 その他

仙台国税局 酒蔵ツーリズムの推進事業
クルーズ船外国人観光客への酒類の情報発信施策を通じ、酒蔵
ツーリズムの受け皿拡大を図る。

青森県 酒類製造者

青森県
大連ビジネスサポートセンター
によるビジネス支援

中国大連市での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 中国大連市 県内中小企業 随時

青森県
上海ビジネスコーディネーターに
よるビジネス支援

上海での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 中国上海市 県内中小企業 随時

青森県
北東北・北海道ソウル事務所に
よるビジネス支援

韓国での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 韓国 県内中小企業 随時

青森県
台湾ビジネスコーディネーターに
よるビジネス支援

台湾での食品の市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 台湾 県内中小企業 随時

青森県
ものづくり海外取引拡大アドバイ
ザーによるビジネス支援

県内工業系ものづくり企業の海外企業との取引拡大を支援する。
（原則無料）

台湾ほか 県内中小企業 随時

青森県 ベトナムビジネスマッチング支援
ベトナムにおける県産品の市場開拓・販路拡大等を支援する。
（原則無料）

ベトナム 県内中小企業 随時

宮城県
みやぎ海外ビジネス支援施策イ
ンデックス

各機関の海外ビジネス支援施策を集めた施策集を発行します。
（ホームページ掲載。随時更新）

－ 制限なし 随時更新

宮城県 実践グローバルビジネス講座
ジェトロ仙台と共同で海外ビジネスの実践に役立つセミナーを開
催します。（月１回程度）

海外全般 制限なし 随時

宮城県
みやぎグローバルビジネスアド
バイザー相談事業

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各種相談
に応じます。
（３回／社まで無料）

海外全般 制限なし 随時

宮城県
海外事務所運営事業（韓国ソウ
ル、中国大連）

宮城県ソウル事務所及び宮城県大連事務所を設置し現地で各種
相談に応じます。

韓国（ソウル）
中国（大連）

制限なし 随時

宮城県
宮城県ベトナム等ビジネスアド
バイザリーデスク

県が委託する企業がベトナムを中心に対象地域の各種相談に応
じます。

ベトナム等 制限なし 随時

 宮城県
FSMA（米国食品安全強化法）対
応セミナー

食品安全強化法（FSMA）に対応するため，セミナーやPCQI（予防
管理適格者）取得のための講座，アドバイザー派遣等を実施。

米国 県内中小企業 ８～１１月

秋田県 海外展開支援ネットワーク事業
県内貿易支援機関からなるネットワーク会議を開催し、情報共有
のほか、特定テーマの検討及び共同での企業支援を行う。

制限なし 県内中小企業 なし
情報共有及び特定テーマの検討を行う会
議を年3回開催

秋田県 ロシアビジネスサポート事業
ロシア沿海地方でのビジネスサポート体制を通じて、現地での県
内企業の活動を支援する（原則無料）。

ロシア沿海地
方

県内中小企業 随時
県内企業に対し、延べ25件の商談支
援及び調査を実施(R2.1月末時点)

秋田県
秋田県東南アジア経済・観光交
流連絡デスクによるビジネス支
援

東南アジア地域での市場開拓・販路拡大等を支援する（原則無
料）。

アセアン地域 県内中小企業 随時
対応件数：671件
（R2.1月末時点の電話対応、来所対
応、出張・アテンドの合計）

秋田県 台湾バイヤー招へい事業
台湾企業とビジネスを行う県内企業を拡大させるため、台湾から
バイヤーを招へいし、県内企業との商談や企業訪問等を行う。

台湾 県内中小企業 なし
実績（①支援企業数2社、②商談件数
2社、③成約件数1社）

秋田県 秋田牛輸出促進対策事業
秋田牛の販路拡大と国内外へのＰＲを図るため、輸出の拡大・定
着に向けた取組を実施する。

タイ、台湾 県内関連企業 なし
輸出拡大に向け、現地において試食
会やメニューフェア等の各種プロモー
ションを実施

山形県 県産品販売プロモーション事業
現地で実施する県産品の販売プロモーションへの支援、バイヤー
の招聘

台湾、香港、
中国、韓国、Ａ
ＳＥＳＮ、欧米

食品、工芸品関連等 随時

山形県
県産品を世界へ！若手経営者
海外展開推進事業

海外プロモーションの実施及び参加経費への助成、越境ＥＣサイト
に出店する際の登録費用等への助成

制限なし
県内中小企業等の若
手経営者（概ね50歳未
満）　等

随時

福島県

再エネ関連産業産学官連携・販
路拡大促進事業
（ふくしま再エネ産業集積支援
体制構築事業）

再生可能エネルギー関連産業において本県と連携強化の覚書を
締結しているドイツ　ノルトライン＝ヴェストファーレン（NRW）州等
の企業とのビジネスマッチングを支援します。

ドイツ
NRW州 再生可能エネルギー

福島県
チャレンジふくしま成長分野産
業グローバル展開事業

医療機器産業において本県と連携強化の覚書を締結しているドイ
ツ　ノルトライン＝ヴェストファーレン（NRW）州及びタイ王国の企業
とのビジネスマッチングを支援した。

ドイツ・
ＮＲＷ州、
タイ

医療機器、関連部材等

仙台市
仙台-タイ経済交流サポートデス
ク

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

タイ
仙台・宮城県産品の輸
出を検討している事業
者等

随時

ＪＩＣＡ東北
2019年度JICA民間連携理解促
進調査団（ベトナム）

東北地域におけるJICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業を中
心とした民間連携事業の促進のため、東北の中小企業・団体の参
加を得てベトナムに調査団を派遣。JICAベトナム事務所をはじめ
とした日本の支援機関、進出企業、さらには相手国側の関連機関
や企業を訪問し、同国におけるビジネス展開に係る最新事情の把
握や意見交換を行った。

ベトナム 全般 参加者数：8企業・団体8名

ＪＩＣＡ東北 海外協力隊（民間連携）

企業の社員をJICAボランティアとして開発途上国に派遣し、開発
への貢献と合わせて、現地活動を通じて得た経験、コミュニケー
ション能力、異文化適応能力を活用して、企業活動のグローバル
化を担う人材として育成することを支援します。

開発途上国 中小企業者等
東北地域より応募企業及
び採択企業は無し

ＪＩＣＡ東北 PARTNER人材情報閲覧機能

PARTNERは、国際協力（開発途上国・地域の支援）の世界で活躍
を目指す方と、国際協力人材を求める組織や団体に様々な情報
をお届けする「国際協力キャリア総合情報サイト」です。団体登録
（簡易登録）していただくと、国際協力に携わる人材情報の閲覧
（約8千人）や登録している個人へのオファー等のサービスがご利
用いただけます。

国内全般
開発途上国

制限なし

・PARTNERに登録した企
業・団体：9企業・団体
（JICA除く）
・求人情報を掲載された企
業・団体：4団体/9団体中

ＪＩＣＡ東北
中小企業とコンサルタント等の
マッチング相談窓口

JICA中小企業海外展開事への応募を検討されている中小企業向
けの相談窓口 です。 JICA が保有するデータから、海外展開をす
る「分野」「地域」「国」等 の希望にあわせ、合致するコンサルタト
等を紹介します。

開発途上国 中小企業者等
マッチングサイトへの登録
企業件数：山形県1件

ジェトロ仙台
米国食品安全強化法(FSMA）普
及事業

米国への販路開拓に取り組む県内事業者を支援するため各種セ
ミナーやアドバイザー派遣を実施。7月、8月、9月、10月、2月にセ
ミナーを実施。11月に企業へアドバイザーを派遣し、各企業の製
造工場の状況に基づいたアドバイスを提供。宮城県からの受託事
業。

米国 食品製造業者等

　④　その他
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仙台市・ジェトロ仙台
仙台regional Business
Conference(RBC)

仙台市で開催された世界防災フォーラムに併せてジェトロが仙台
市とともにフィンランドのIT企業8社を招聘。フィンランド企業が仙台
市の津波対策にかかるアイデアを競うコンペ（ハッカソン）を仙台
市で実施。地元企業と防災に関連した商談もアレンジ（11/13）。

フィンランド
防災関連のAI/IOT分
野

ジェトロ福島

専門家による個社支援
《輸出大国コンソーシアム専門
家（パートナー等）、農林水産
物・食品輸出促進専門家（プロ
モーター）、高度外国人材活用
事業専門家（コーディネーター）
による》

機械等の輸出、進出、合弁に係る支援、加工食品輸出促進支援、
高度外国人材採用及び定着に係る支援

ＴＰＰ、日EU
EPA関係国他
海外全般

機械、機械部品、電
気、電子機器等、食品
一般等

随時

ジェトロ福島
RIT：福島県-タイ国ﾊﾞﾝｺｸ医療
福祉機器関連分野における経
済交流支援

海外展示会出展支援、研究会開催、現地調査（整形外科学会）

県内医療福祉
機器企業×
タイ工業連盟
医療健康機器
部会など

医療福祉関係機器企
業

通年

ジェトロ福島
再生エネルギー風力分野人材
育成専門家招へい

2020年2月招へい：エネルギーエージェンシーふくしまとの連携に
よるセミナー講演、企業訪問等

県内再生エネ
ルギー関係企
業

再生エネルギー関係企
業

ジェトロ福島
一県一支援：ASEAN諸国への
県農産物輸出支援（バイヤー招
へい等）

2019年7月：マレーシアの大手青果物輸入業者、同社の国内カウ
ンターパートを招へい、桃生産者、柿生産者、JA、福島県等関係
先を訪問視察、商談を実施した。

県内青果物生
産者、JA等×
マレーシア、
ASEAN

青果物生産者、関係機
関

ジェトロ福島
こおりやま広域圏農産物等食品
プロモノーション事業inベトナム

郡山市広域圏における産品（食品関係）のプロモーションイベント
をベトナムのハノイ、ホーチミンで実施。セミナー、試食会、試飲
会、関係機関訪問による情報収集など。

郡山広域圏企
業、郡山市×
ベトナム、ハノ
イ、ホーチミン
輸入業者、関
係機関など

食品関係企業

ジェトロ福島
ロボット分野等における外資誘
致サポートプログラム広報、勧
誘事業

地方への外資誘致促進のためのサポートプログラム広報及び勧
誘

海外全般×
県内自治体

ロボット産業など

ジェトロ福島 貿易実務講座開催
2019年6/6-7/4：全5回で貿易実務講座基礎編を開講。
2019年9/18、9/25：全2回で貿易実務講座実践編（リスク対策、英
文売買契約書）を開講。

県内企業 全般

ジェトロ福島
海外ビジネス情報提供のための
セミナー開催事業

「ベトナムの最新ビジネス環境と今後の展望」セミナー、「マレーシ
ア・シンガポールの最新日本食品市場」セミナー、「台湾とのビジ
ネスチャンスを探る」セミナー等

県内企業 全般

ジェトロ福島 貿易投資相談業務 各種貿易投資相談に対応 県内企業 全般 通年

中小企業基盤整備機構 J-GoodTech（ジェグテック）

優れた技術・製品・サービスを有する日本の中小企業を大企業や
海外企業につなぐ「BtoBマッチングサイト」。
①自社技術・製品を日・英二ヶ国語で国内外に情報発信
②ビジネスパートナーを検索
③登録中小・大手・海外企業の引き合いに提案
④コーディネータによるサポート

－ 海外全般
主に製造業、建設業、情報
サービス業
※詳細はHP参照

中小企業基盤整備機構 U×U（ゆう）

優れた商品を世界に届ける、中小企業のための販路開拓プロジェ
クト。
①特設サイトによる国内外への商品PR
②特設サイトから各社ECサイトへの送客
③国内外実店舗でのテスト販売
④展示会・商談会等でのバイヤーとのマッチング

－ 海外全般

「生活雑貨・食品・素材」の
製造者
※小売、卸売機能のみの
場合は除く

中小企業基盤整備機構
海外展開セミナー・支援機関担
当者向け勉強会・個別相談会へ
の講師派遣

中小企業向けセミナー、支援機関の担当者向け勉強会に無料で
講師を派遣。併せて、個別相談会の開催も可能。

随時 海外全般 全業種

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
バイヤー格付審査費用無料
サービス
＜継続＞

海外バイヤーの信用調査に基づく、格付・与信枠情報の提供を中
小企業者・農林水産業者(大手中堅は除く)の場合は8社まで無料
実施。

海外全般
中小企業者、
農林水産業者

随時

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
中小企業・農林水産業輸出代金
保険＜継続＞

中小企業、農林水産業者の利用促進のために、2016年7月に、
「中小企業・農林水産業輸出代金保険」を創設

海外全般
中小企業者だけでな
く、ＪＡなどの協同組合
も利用対象に拡大。

随時

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
貿易保険相談
＜継続＞

地域金融機関(東北地方は下記10行）と提携し、中堅・中小企業海
外展開支援ネットワークを構築。貿易保険を活用した輸出促進支
援を実施。
提携金融機関の取引先は、中小企業・農林水産業輸出代金保険
の保険料を10％割引。
＊提携金融機関：青森銀行･岩手銀行･東北銀行･七十七銀行･秋
田銀行･北都銀行･荘内銀行･山形銀行･東邦銀行

海外全般
中堅・中小企業者、
農林水産業者

随時

宮城県商工会連合会
「新輸出大国コンソーシアム」を
活用した海外展開支援

本会が実施機関である「宮城県よろず支援拠点」において、（独）
日本貿易振興機構（JETRO）等との連携を図りながら、県内中小・
小規模事業者の海外展開に係る相談に応じる。

海外全般 制限なし 随時

宮城県商工会連合会 海外展開セミナー

中小企業・小規模事業者等が最初一歩として海外へ踏み出すた
めのきっかけにするセミナーを開催した。主に中国市場開拓希望
企業へのコンサルティング実績を有する講師を迎えて、海外販路
開拓のために必要な準備事項、海外販路開拓の手段と失敗防止
策、具体的事例等についてのセミナーを実施した。

海外全般 中小企業者 １１月１９日（火）開催

海外産業人材育成協会
技術協力活用型・新興国市場開
拓事業（研修・専門家派遣事業）

日本企業の現地拠点強化の支援を目的とした人材育成のための
日本への研修生受入及び現地への専門家派遣

開発途上国
（OECDのDACが
定めるODA対象
国・地域）

制限なし（農業、漁業、
医業等一部非対象業
種あり）

2019年4月～2020年3月

海外産業人材育成協会
低炭素技術を輸出するための
人材育成支援事業（低炭素技術
輸出促進人材育成支援事業）

先進的な低炭素技術を持つ日本企業の海外展開を促進し、温室
効果ガス削減に貢献することを目的とした人材育成のための日本
への研修生受入及び現地への専門家派遣

アジア・中東の
国及び地域

自動車分野、産業機械
分野、電気機械分野の
現地工場の生産プロセ
スの省エネ化に資する
もの

2019年4月～2020年3月
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日本政策金融公庫 海外展開支援資金
海外展開に必要となる設備資金及び長期運転資金の融資（円貨
もしくは米ドル：融資にあたっては公庫の審査あり）

海外全般
制限なし
（一部非対象業種あり）

随時

日本政策金融公庫 スタンドバイ・クレジット制度

公庫と提携する海外金融機関から現地通貨で借り入れを行う際、
その債務を保証するため公庫が信用状を発行（経営革新計画等
の承認が必要。制度適用には公庫、提携先海外金融機関の審査
あり）

タイ、中国等１
１の国と地域

制限なし
（一部非対象業種あり）

随時
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機関名 事業名 内容 開催時期 対象地域 対象者 公募時期

青森県 大連展示商談会 「大連日本商品展覧会」に出展 ９月 中国 全業種 未定

岩手県 中国ー南アジア博覧会 「中国-南アジア博覧会（中国・昆明市）」に出展。 6月
中国(雲南省）
昆明

全業種 ４月

岩手県 Food　Taipei　2020
「台北国際食品見本市（Food　Taipei　2020）」ジャパンパビリオン
に出展。

6月
台湾
台北

食品関連 12月

岩手県 岩手県産品総合商談会in台北
台北市内において岩手県及び台湾の企業が参加する商談会を開
催。

6月
台湾
台北

食品関連 ４月

岩手県 韓国輸入商品展示会 韓国ソウルで開催される輸入商品展示会に出展 6月
韓国
ソウル市

食品関連 ３月

岩手県 FOOD　EXPO　2020
「香港国際食品見本市（FOOD EXPO　2020）」ジャパンパビリオン
に出展。

8月 香港 食品関連 ５月

岩手県 大連展示商談会
宮城県と共同で県内企業の「大連日本商品展覧会」出展を支援
（県ブース設置）

9月
中国
大連

全業種 ６月

宮城県 宮城県・上海商談会
七十七銀行と共同で県内企業の「ＦＢＣ上海2019ものづくり商談
会」出展を支援。

11月
中国
上海

製造業 未定

宮城県 台湾企業等招へい商談会 宮城県内に台湾企業を招へいし，商談会を開催します。 6月予定 台湾 製造業 4月予定

宮城県
東南アジア宮城県産品マーケ
ティング支援事業

マレーシア・インドネシアを対象に，県産品の輸出を支援。 未定
マレーシア・インドネシ
ア

食品製造業者・サービス業
者等

未定

 宮城県
ロシアビジネス支援事業見本市
出展支援

ロシア国内の食品見本市に宮城県ブースを設置し，県内事業者
の出展を支援。

未定 ロシア 食品関連 未定

宮城県
米国におけるB to C向け販路開
拓事業

シアトルの日系スーパーにおける「宮城フェア」の開催。 未定 米国 食品関連 未定

秋田県 フード台北2020 台北国際食品見本市に出展 12月 台湾 食品関連 未定

秋田県 秋田県産品メニューフェア 台湾の飲食店にて秋田の県産品を使ったメニューフェアの実施 12月 台湾 食品関連 未定

秋田県 大連日本商品展覧会 大連日本商品展覧会に出展 9月 中国 全業種 未定

秋田県 大連県産品試食商談会 大連市内にて秋田県主催の商談会を開催 9月 中国 食品関連 未定

秋田県 韓国輸入商品展示会 ソウルで開催される輸入商品展覧会へ出展 9月以降 韓国 全業種 未定

秋田県 アンテナレストランでの試食商談会
現地飲食店のオーナーやシェフ等を招待し、県産食材を使用した
料理を提供しＰＲを行うとともに商談を行う。

1２月 タイ 食品関連 未定

秋田県 秋田県産品輸出事業in大連　補助金
大連日本商品展覧会のための渡航費を補助。
（補助率１／２　１０万円以内）

6月 中国 食品関連 未定

山形県 THAIFEX２０１９ 「THAIFEX２０２０」に出展 5/28-6/1
タイ
バンコク

全業種 ３月

山形県 中国ハルビン国際貿易商談会 「第31回中国ハルビン国際経済貿易商談会」に出展 6/15-19
中国
ハルビン市

全業種 ２月

山形県 中国大連日本商品展覧会 「中国大連日本商品展覧会」に出展 9/27～29
中国
大連

全業種 ６月

山形県 台湾商談会 県内企業が現地に赴き、個別商談会を実施 未定
台湾
台北

食品関連 未定

山形県 FOOD　JAPAN２０１９ 「FOOD　JAPAN２０２０」に出展 10/31-11/2
シンガポール

食品関連 ７月

山形県 中国国際輸入博覧会 「第３回中国国際輸入博覧会」日本パビリオンに出展。 11/5-11/10
中国
上海

全業種 ４月

福島県
ＦＢＣバンコク2020 ものづくり商
談会

福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援する。

5/13～5/16 タイ・バンコク 製造業

福島県 FBCハノイ2020ものづくり商談会
福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援する。

8/27～8/28 ベトナム・ハノイ 製造業

福島県 FBC上海2020ものづくり商談会
福島県と東邦銀行で連名共催し、商談会に出展する福島県内企
業を金融機関と協力して支援する。

11/3～11/6 中国・上海 製造業

福島県
ふくしま再生可能エネルギー産
業フェア

「ふくしま再生可能エネルギー産業フェア」を開催し、海外の国・自
治体・研究機関等の出展がある。

10/28～29
福島県
郡山市

再エネ・省エネ産業 令和２年４月～７月

福島県 E-world energy & water
ドイツ・ＮＲＷ州で開催されるエネルギー分野における欧州最大の
見本市「E-world energy & water」に福島県関係企業とともに出
展。

2021/2/9～11
ドイツ
エッセン市

エネルギー関係 令和２年７月～８月

福島県 Wind Energy Hamburg
ドイツ・ハンブルク州で開催される世界最大の国際風力展示会
「Wind Energy Hamburg」に福島県関係企業とともに出展。

9/22～25
ドイツ
ハンブルク市

風力発電関係 令和２年４月～５月

福島県 MEDICAL FAIR ASIA 2020
東南アジア最大級の医療機器関連展示会「MEDICAL FAIR ASIA
2020」に福島県ブースを出展。

9/9-9/11 シンガポール
医療・福祉機器、部材メー
カー等

令和2年3月末～4月末頃
（予定）

福島県 MEDICA/COMPAMED
世界最大級の医療機器関連展示会「MEDICA/COMPAMED2020」
にジェトロと連携して、福島県関係企業とともに出展。

11/16～19
ドイツ　デュッセルドル
フ

医療機器、関連部材等
令和2年3月末～4月中旬頃
（予定）

福島県 メディカルクリエーションふくしま
医療機器設計・製造展示会「メディカルクリエーションふくしま
2020」を開催し、ドイツ企業を招聘するなど海外企業の出展を予
定。

10/16～17
福島県
郡山市

医療関連機器 令和2年3月頃～（予定）

福島県
欧米食品展示会
（出展先検討中）

加工食品の輸出拡大に向けて、欧米で開催される展示・商談会に
福島県ブースを出展予定。

未定 欧米 加工食品

仙台市 THAIFEX-Anuga Asia 2020 「THAIFEX-Anuga Asia 2020」へ仙台市ブースを出展
コロナのため
9/22～ 9/26に
延期

タイ　バンコク 食品関連
2020年2月28日
公募締切

仙台市
（仮）海外展示会への出展（医
療・福祉機器関連）

医療・健康福祉関連の海外展示会へ仙台市ブースを出展 未定 アセアン地域 医療・福祉機器等 未定

ジェトロ仙台・青森・盛
岡・福島

東北復興水産加工品展示商談
会2020

東北六県商工会議所連合会と連携し、ジェトロが海外からバイ
ヤーを招聘。東北の水産加工業者との商談をアレンジ。

6月9日～10日 未定 水産加工品 未定

ジェトロ仙台
2020年度　海外バイヤー（デザ
イン分野）招へい事業in 宮城

海外からデザイン分野のバイヤーを招聘し、宮城のデザイン関連
企業と商談。

未定 招聘国・地域は未定 デザイン、日用品 未定

中小企業基盤整備機構
海外企業CEOとの商談会・交流
会

海外企業の経営者、海外政府機関等を日本に招聘し、商談会及
び交流会を開催します。

未定 ASEAN等 中小企業 随時

東北ニュービジネス協
議会

ビジネスマッチ東北２０２０
東北最大規模のビジネス展示商談会
様々なマッチングコンテンツで、東北の中小事業者の国内外への
販路開拓を支援する。

未定 全国 全業種 未定

東北地域貿易促進協議会参画機関　2020年度事業予定一覧　（商談会・相談会・補助金等）　（事業別）

　①　商談会・見本市
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機関名 事業名 内容 開催期日 場所 対象業種 公募時期

ＪＩＣＡ東北
中小企業海外展開支援に関す
る情報交換会

中小企業の海外展開支援を中心にした情報交換会として山形県
内各地区で開催。具体的な県内企業の取り組み、中小企業・
SGDsビジネス支援事業の制度紹介、ＰＡＲＴＮＥＲや民間連携ボラ
ンティア事業紹介を行う。

10月または11
月頃を予定

山形県内 全般
未定
（確定次第、JICA東北HPに
掲載）

ＪＩＣＡ東北 （仮）途上国進出セミナー
（予定）JICA中小企業・SGDsビジネス支援事業や実際に活用した
企業による事例の紹介及び関係支援機関の支援メニューの紹
介、個別相談会等。

未定 （予定）青森県、岩手県 全般
未定
（確定次第、JICA東北HPに
掲載）

ＪＩＣＡ東北 (仮)途上国進出セミナー
(予定)JICA東北・郡山市役所の共催。福島県内で海外進出に関
心のある企業を対象に関係支援機関の支援メニューの紹介やす
でに海外進出をしている県内企業の事例紹介を実施。

8月～11月頃
の開催を予定

（予定）福島県郡山市 全般
未定
（確定次第、JICA東北HPに
掲載）

ジェトロ東北6事務所 貿易投資相談
各事務所に配置されている貿易投資相談アドバイザーやジェトロ
職員が海外ビジネスに関する相談を受け付け。電話・メール・来訪
面談・往訪面談等様々な手段で対応している。

随時 各ジェトロ事務所内等 全般

中小企業基盤整備機構 海外展開ハンズオン支援事業

①海外ビジネス専門家による、海外展開に係るアドバイス支援（対
面・出張・メール・電話）
②海外ビジネス専門家の企業派遣による事業計画策定及び海外
現地調査・商談の支援
※いずれも無料

随時 海外全般 中小企業、支援機関など 随時

機関名 事業名 内容 対象地域 対象者 公募時期

東北農政局
農林水産物・食品輸出促進対策
事業

〇GFPグローバル産地づくり推進事業
農林水産物・食品の輸出を更に拡大していくために、海外から求
められる品質・コスト・ロットでの生産や海外の規制等に対応した
産地「グローバル産地」の形成が必要。このため、海外市場の
ニーズ、需要に応じたロットの確保、相手国の求める農薬規制・衛
生管理などに対応した生産・加工体制を構築するためのGFPグ
ローバル産地計画の策定及び計画の実施体制の構築、事業効果
の検証・改善等の取組について支援を行う。

補助率：定額
補助対象経費：旅費、謝金、会場借料、調査費、委託費、機材使
用料、通信、運搬費等

＿

農林漁業者又は食品
等製造事業者のいず
れかが含まれる３者以
上の連携体、協議会、
都道府県、市町村等

令和2年2月4日
～令和2年2月21日

東北農政局 　　　　　　　　　　〃

〇施設認定等検査支援事業
日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出先国・地
域の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間団体等の取組に
対し支援を行う。
（１）タイ等向け青果物の輸出に必要な選別及び梱包施設に係る
認証取得・維持・更新支援事業
（２）タイ等向け青果物の輸出解禁後に必要なロットごとの合同輸
出検査等に係る支援事業
（３）インドネシア等向け植物由来生鮮食品の輸出に必要な残留農
薬等検査費用に係る支援事業
（４）台湾等向け青果物の輸出解禁後に必要な輸出先国検査官の
招聘に係る支援事業

補助率：（１）及び（２）は定額、（３）及び（４）は１/２以内
補助対象経費：旅費、謝金、賃金、役務費、委託費、人件費等

＿

農林漁業者の組織する
団体、商工業者の組織
する団体、民間事業
者、公益財団法人等

令和2年2月5日
～令和2年2月21日

東北農政局 　　　　　　　　　　〃

〇国際的認証資格取得等支援事業
「輸出戦略」に掲げる重点品目等について、事業実施主体が対象
国・地域が求める検疫等条件への対応（登録園地査察、ハラール
認証等）、国際的に通用する認証の取得・更新（ISO22000等）、対
象国・地域において他国産との差別化が図られる規格認証の取
得・更新（有機JAS認証等）等を行うため必要な経費を補助。

補助率：１／２以内
補助対象経費：旅費、謝金、賃金、役務費、委託費、人件費等

＿

農林漁業者の組織する
団体、商工業者の組織
する団体、民間事業
者、公益財団法人等

令和2年2月5日
～令和2年2月21日

東北農政局 〃

〇食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業
輸出先のニーズに対応したHACCP等の基準を満たすため、食品
製造事業者等の施設の改修及び新設、機器の整備に要する経費
を支援。

補助率：１／２以内
補助対象経費：
　１．施設等整備事業
　　輸出先のニーズを満たすために必要な施設の整備（新設（掛
かり増し分）、増築、改築及び修繕を含む）及び機器の整備に係る
経費
　２．効果促進事業
　　HACCP等の認証取得に係る費用、導入後の適切な管理・運用
を行うための人材育成に係る経費等、１の事業と一体となってそ
の効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費

＿

（助成対象者）食品製
造事業者、食品流通事
業者、中間加工事業者
等（農林漁業者が製
造・加工、流通等の事
業を行う場合も含む。）

当該支援策は交付金のた
め、各県によって募集時期
が異なりますので、各県、
農政局にお問い合わせくだ
さい。

青森県
輸出市場販路開拓・拡大支援事
業費補助金

海外で行われる展示会に出展する場合の渡航費、通訳・翻訳費、
出展料等を補助。
（補助率１／２　５0万円以内）

制限無し 県内中小企業 随時

宮城県 地域産品輸出促進助成事業

輸出に取り組もうとする県内農林漁業者や食品製造業者等が行
う、輸出活動（海外で開催される商談会等への参加）に要する経
費について、その一部を助成（補助率１／２　３０万円以内等）※こ
のほか、グループ向けの事業あり

制限なし
県内農林漁業者及び
食品製造業者

随時

宮城県
宮城県産品マーケティングサ
ポート補助金（仮称）

マレーシア・インドネシア共和国での販路開拓事業等に参加する
県内事業者に対し、現地でマーケティング等を行うために必要な
経費のうち所要の項目について補助します。（補助率１／２　２０万
円以内）

マレーシア・イ
ンドネシア共和
国

食品製造業者・サービ
ス業者等

随時

宮城県
被災中小企業海外ビジネス支
援事業補助金

震災で販路を喪失した企業が新たな販路開拓のため海外での商
談や展示会出展を行う場合の渡航費、通訳雇用費、出展料（小間
代）を補助。（補助率１／２　５０万円以内）

海外全般 県内中小企業 随時

宮城県
中小企業販路開拓総合支援事
業

【市場投入支援】（海外展開型）
県内中小企業が海外展開を図るためのマーケティング活動を支
援。（補助率：10/10以内，1件250万円以内）

制限なし 県内中小企業者
4月中旬～
5月中旬（予定）

秋田県 海外展開支援事業費補助金
海外展開に取り組む県内中小企業者等が行う海外展開活動（海外見本
市・商談会への出展、海外現地調査等）に対し、その経費の一部を補助
（補助率1/2、80万円以内。　ただし、新規枠は50万円以内。）

制限なし 秋田県内中小企業等 4月～6月予定

秋田県
県産品輸出促進事業（大連）補
助金（仮称）

大連現地で営業推進するための旅費に対する補助
中国
大連

秋田県内食品事業者 4月～8月予定

　②　相談会等

　③　補助金等

8 2020年度事業予定



福島県 ＴＰＰ販路拡大支援事業
ＴＰＰ１１交渉加盟国で開催される商談会等に出展する場合の出
展費用等を補助。
（補助率１０／１０　30万円以内）

ＴＰＰ１１交渉
加盟国

製造業 4月～予定

福島県 海外展開サポート事業

福島県が医療関連産業分野において連携強化の覚書を締結して
いる、ドイツ・ＮＲＷ州又はタイ王国の企業等と、福島県内に本社
若しくは製造工場を有する企業等が共同研究・開発を行う案件に
ついて、経費補助を行う。

ドイツ・ＮＲＷ
州、タイ王国

対象地域の企業等と連
携して共同研究を行う
県内企業

4月末～12月末頃（予定）
※採択額が予算額に達し
た場合、期間中でも公募終
了

福島県 輸出回復緊急対策事業
県産農林水産物の輸出の回復、拡大を通して農林水産業の復興
を図るため、県内民間団体の海外への販路開拓を補助金にて支
援する。

海外全般
県内２事業者以上で組
織された団体

５月～１１月末

福島県
（福島県貿易促進協議
会）

海外販路開拓支援助成事業
本事業は、海外における県産品の商談や販売促進活動、
あるいは、新たな市場への販路開拓に取り組む会員に対して、そ
の経費の一部を助成する。

海外全般
福島貿易促進協議会
会員

随時
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仙台市
仙台市輸出入チャレンジ支援助
成金

下記に係る経費の一部を助成
補助率　対象経費の1/2　限度額　50万円以内

1.海外への輸出を行う事業
　（1） 国際見本市への出展経費、（2）初年度輸出経費、（３）越境
ＥＣに関する経費
2.海外との輸出・輸入（輸入は初回サンプルのみ）を行う事業
3.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
ズを行う事業

海外 市内中小企業等 随時

ＪＩＣＡ東北
2020年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
業基礎調査（中小企業支援型）

途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの検討に必要な基礎情
報の収集を行う。

開発途上国
中小・中堅企業等（コン
サルタント等と組むこと
も可）

年1～2回の公示を予定

ＪＩＣＡ東北
2020年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
案件化調査（中小企業支援型）

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を検討し、ビジネ
スモデルを策定する。

開発途上国
中小・中堅企業等（コン
サルタント等と組むこと
も可）

年1～2回の公示を予定

ＪＩＣＡ東北

2020年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
案件化調査（SDGsビジネス支援
型）

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を検討し、ビジネ
スモデルを策定する。

開発途上国 本邦登記法人 年1～2回の公示を予定

ＪＩＣＡ東北

2020年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
普及実証ビジネス化事業（中小
企業支援型）

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、事業計画案を策定するもの。

開発途上国
中小・中堅企業等（コン
サルタント等と組むこと
も可）

年1～2回の公示を予定

ＪＩＣＡ東北

2020年度
中小企業・SDGsビジネス支援事
普及実証ビジネス化事業（SDGs
ビジネス支援型）

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、事業計画案を策定する。

開発途上国 本邦登記法人 年1～2回の公示を予定

東北経済産業局 ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業

全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商
品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中小企業
者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や
海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を、中小企業者
や地域の支援機関等が行う場合の取組を支援。

(1) 全国・海外展開等事業
中小企業者等が国内・海外のマーケットで通用する商品力・ブラン
ド力の確立やインバウンド需要の獲得のため、市場調査、専門家
招聘、新商品・デザイン開発、展示会出展などを行う取組に対して
支援。

(2)全国・海外展開等サポート事業
地域の支援機関が中心的な役割を担い、地域中小企業の新商
品・サービスの開発やその全国・海外展開に向けた事業の案件化
調査や、複数の中小企業者を対象とした全国・海外への販路開拓
に向けた新商品・サービス開発、インバウンド需要の獲得に向け
た販路開拓等サポート事業を支援。

補　助　率：(1)(2)　(1・2年目）2/3、(3年目)1/2
補助上限額(1)　500万円　※複数者による共同申請の場合、1社
毎に500万円上限額を嵩上げし、最大4社で2,000万円　(2) 2,000万
円

国内・海外
各団体及び、中小企業
者又はその連携体

令和2年2月25日～令和2
年3月25日

機関名 事業名 内容 対象地域 対象業種 公募時期

仙台国税局 酒蔵ツーリズムの推進事業
クルーズ船外国人観光客への酒類の情報発信施策を通じ、酒蔵
ツーリズムの受け皿拡大を図る。

秋田県
山形県

酒類製造者

仙台国税局
外国人旅行者へ対応するため
の接客英語研修

外国人観光客についての基礎知識、受け入れできるような設備及
びコミュニケーションの仕方の研修を実施し、日本産酒類の情報
発信力を向上させる。

山形県
福島県

酒類業者

青森県
大連ビジネスサポートセンター
によるビジネス支援

中国大連市での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 中国大連市 県内中小企業 随時

青森県
上海ビジネスコーディネーターに
よるビジネス支援

上海での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 中国上海市 県内中小企業 随時

青森県
北東北・北海道ソウル事務所に
よるビジネス支援

韓国での市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 韓国 県内中小企業 随時

青森県
台湾ビジネスコーディネーターに
よるビジネス支援

台湾での食品の市場開拓・販路拡大等を支援する。（原則無料） 台湾 県内中小企業 随時

青森県
ものづくり海外取引拡大アドバイ
ザーによるビジネス支援

県内工業系ものづくり企業の海外企業との取引拡大を支援する。
（原則無料）

台湾ほか 県内中小企業 随時

青森県 ベトナムビジネスマッチング支援
ベトナムにおける県産品の市場開拓・販路拡大等を支援する。（原
則無料）

ベトナム 県内中小企業 随時

 宮城県
FSMA（米国食品安全強化法）対
応セミナー

食品安全強化法（FSMA）に対応するため，セミナーやPCQI（予防
管理適格者）取得のための講座，アドバイザー派遣等を実施。

米国 県内中小企業 未定

宮城県
みやぎ海外ビジネス支援施策イ
ンデックス

各機関の海外ビジネス支援施策を集めた施策集を発行します。
（ホームページ掲載。随時更新）

－ 制限なし 随時更新

宮城県 実践グローバルビジネス講座
ジェトロ仙台と共同で海外ビジネスの実践に役立つセミナーを開
催します。（月１回程度）

海外全般 制限なし 随時

宮城県
みやぎグローバルビジネスアド
バイザー相談事業

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各種相談
に応じます。
（３回／社まで無料）

海外全般 制限なし 随時

宮城県
海外事務所運営事業（韓国ソウ
ル、中国大連）

宮城県ソウル事務所及び宮城県大連事務所を設置し現地で各種
相談に応じます。

韓国（ソウル）
中国（大連）

制限なし 随時

宮城県
宮城県ベトナム等ビジネスアド
バイザリーデスク

県が委託する企業がベトナムを中心に対象地域の各種相談に応
じます。

ベトナム等 制限なし 随時

秋田県 海外展開支援ネットワーク事業
県内貿易支援機関からなるネットワーク会議を開催し、情報共有
のほか、特定テーマの検討及び共同での企業支援を行う。

制限なし 県内中小企業 なし

秋田県 ロシアビジネスサポート事業
ロシア沿海地方でのビジネスサポート体制を通じて、現地での県
内企業の活動を支援する（原則無料）。

ロシア沿海地
方

県内中小企業 随時

秋田県
秋田県東南アジア経済・観光交
流連絡デスクによるビジネス支
援

東南アジア地域での市場開拓・販路拡大等を支援する（原則無
料）。

アセアン地域 県内中小企業 随時

秋田県 台湾バイヤー招へい事業
台湾企業とビジネスを行う県内企業を拡大させるため、台湾から
バイヤーを招へいし、県内企業との商談や企業訪問等を行う。

台湾 県内中小企業 なし

秋田県 秋田牛輸出拡大強化事業
秋田牛の販路拡大と国内外へのＰＲを図るため、輸出の拡大・定
着に向けた取組を実施する。

タイ、台湾 県内関連企業 なし

秋田県 AKITA海外販売展開事業 シンガポールでの県産農産物等の販売促進を図る。 シンガポール 農産物、食品関連等 －

秋田県 農業者等営業力強化事業
農業者等の輸出拡大に向けた営業活動や商談会出展等の経費
に助成する。（1/2以内　上限40万円）

海外全般 農業者、農業組織等 －

　④　その他
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山形県 県産品販売プロモーション事業
現地で実施する県産品の販売プロモーションへの支援、バイヤー
の招聘

台湾、香港、中
国、韓国、ＡＳ
ＥＳＮ、欧米

食品、工芸品関連等 随時

山形県
県産品を世界へ！若手経営者
海外展開推進事業

海外プロモーションの実施及び参加経費への助成、越境ＥＣサイト
に出店する際の登録費用等への助成

制限なし
県内中小企業等の若
手経営者（概ね50歳未
満）　等

随時

福島県

再エネ関連産業産学官連携・販
路拡大促進事業
（ふくしま再エネ産業集積支援体
制構築事業）

再生可能エネルギー関連産業において本県と連携強化の覚書を
締結しているドイツ　ノルトライン＝ヴェストファーレン（NRW）州等
の企業とのビジネスマッチングを支援します。

ドイツ
NRW州 再生可能エネルギー 随時

福島県
チャレンジふくしま成長分野産業
グローバル展開事業

医療機器産業において本県と連携強化の覚書を締結しているドイ
ツ　ノルトライン＝ヴェストファーレン（NRW）州及びタイ王国の企業
とのビジネスマッチングを支援します。

ドイツ・
ＮＲＷ州、
タイ

医療機器、関連部材等 随時

仙台市
仙台-タイ経済交流サポートデス
ク

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

タイ
仙台・宮城県産品の輸
出を検討している事業
者等

随時

ＪＩＣＡ東北 海外協力隊（民間連携）

企業の社員をJICAボランティアとして開発途上国に派遣し、開発
への貢献と合わせて、現地活動を通じて得た経験、コミュニケー
ション能力、異文化適応能力を活用して、企業活動のグローバル
化を担う人材として育成することを支援します。

開発途上国 中小企業者等 随時

ＪＩＣＡ東北 PARTNER人材情報閲覧機能

PARTNERは、国際協力（開発途上国・地域の支援）の世界で活躍
を目指す方と、国際協力人材を求める組織や団体に様々な情報
をお届けする「国際協力キャリア総合情報サイト」です。団体登録
（簡易登録）していただくと、国際協力に携わる人材情報の閲覧
（約8千人）や登録している個人へのオファー等のサービスがご利
用いただけます。

国内全般
開発途上国

制限なし 随時

ＪＩＣＡ東北
中小企業とコンサルタント等の
マッチング相談窓口

JICA中小企業海外展開事への応募を検討されている中小企業向
けの相談窓口 です。 JICA が保有するデータから、海外展開をす
る「分野」「地域」「国」等 の希望にあわせ、合致するコンサルタト
等を紹介します。

開発途上国 中小企業者等 随時

ジェトロ仙台
米国食品安全強化法(FSMA）普
及事業

米国への販路開拓に取り組む県内事業者を支援するため各種セ
ミナーやアドバイザー派遣を実施。年度内数回に分けてセミナー
を実施。年度後半には企業へアドバイザーを派遣し、各企業の製
造工場の状況に基づいたアドバイスを提供。宮城県からの受託事
業。

米国 食品製造業者等

ジェトロ福島 貿易実務講座開催
2020年6月⇒コロナのより延期、実施時期未定　：全5回で貿易実
務講座基礎編を開講予定。 県内企業 全般

ジェトロ福島 貿易投資相談業務 各種貿易投資相談に対応 県内企業 全般 通年

ジェトロ福島 調査
新型コロナ拡大による海外ビジネスへの影響クイックアンケート調
査

県内貿易関係
企業200社程
度

全般 4/13（月）-16（木）

中小企業基盤整備機構 J-GoodTech（ジェグテック）

優れた技術・製品・サービスを有する日本の中小企業を大企業や
海外企業につなぐ「BtoBマッチングサイト」。
①自社技術・製品を日・英二ヶ国語で国内外に情報発信
②ビジネスパートナーを検索
③登録中小・大手・海外企業の引き合いに提案
④コーディネータによるサポート

海外全般
主に製造業、建設業、
情報サービス業
※詳細はHP参照

随時

中小企業基盤整備機構 U×U（ゆう）

優れた商品を世界に届ける、中小企業のための販路開拓プロジェ
クト。
①特設サイトによる国内外への商品PR
②特設サイトから各社ECサイトへの送客
③国内外実店舗でのテスト販売
④展示会・商談会等でのバイヤーとのマッチング

海外全般

「生活雑貨・食品・素
材」の製造者
※小売、卸売機能のみ
の場合は除く

2020年12月廃止予定

中小企業基盤整備機構
海外展開セミナー・支援機関担
当者向け勉強会・個別相談会へ
の講師派遣

中小企業向けセミナー、支援機関の担当者向け勉強会に無料で
講師を派遣。併せて、個別相談会の開催も可能。

海外全般 全業種 随時

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
バイヤー格付審査費用無料
サービス
＜継続＞

海外バイヤーの信用調査に基づく、格付・与信枠情報の提供を中
小企業者・農林水産業者(大手中堅は除く)の場合は8社まで無料
実施。

海外全般
中小企業者、
農林水産業者

随時

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
中小企業・農林水産業輸出代金
保険＜継続＞

中小企業、農林水産業者の利用促進のために、2016年7月に、
「中小企業・農林水産業輸出代金保険」を創設

海外全般
中小企業者だけでな
く、ＪＡなどの協同組合
も利用対象に拡大。

随時

日本貿易保険（ＮＥＸＩ）
貿易保険相談
＜継続＞

地域金融機関(東北地方は下記9行）と提携し、中堅・中小企業海
外展開支援ネットワークを構築。貿易保険を活用した輸出促進支
援を実施。
提携金融機関の取引先は、中小企業・農林水産業輸出代金保険
の保険料を10％割引。
＊提携金融機関：青森銀行･岩手銀行･東北銀行･七十七銀行･秋
田銀行･北都銀行･荘内銀行･山形銀行･東邦銀行

海外全般
中堅・中小企業者、
農林水産業者

随時

宮城県商工会連合会
「新輸出大国コンソーシアム」を
活用した海外展開支援

本会が実施機関である「宮城県よろず支援拠点」において、（独）
日本貿易振興機構（JETRO）等との連携を図りながら、県内中小・
小規模事業者の海外展開に係る相談に応じる。

海外全般 制限なし 随時

日本政策金融公庫 海外展開支援資金
海外展開に必要となる設備資金及び長期運転資金の融資（円貨
もしくは米ドル：融資にあたっては公庫の審査あり）

海外全般
制限なし
（一部非対象業種あり）

随時

日本政策金融公庫 スタンドバイ・クレジット制度

公庫と提携する海外金融機関から現地通貨で借り入れを行う際、
その債務を保証するため公庫が信用状を発行（経営革新計画等
の承認が必要。制度適用には公庫、提携先海外金融機関の審査
あり）

タイ、中国等１
１の国と地域

制限なし
（一部非対象業種あり）

随時
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