
戦略の見直し5
販路拡大
代理店契約8

ジェトロの海外市場開拓サポートサービス　（輸出）

●貿易投資相談／●ビジネスライブラリー／●国内外における商談機会の提供
●専門家による輸出相談、商談サポート等　●新輸出大国コンソーシアム

海外業務担当の決定、英文・中国文ウェブサイト作成など
市場調査、知財権戦略、流通経路・販売チャンネル、広報手段、規制・認証制度の把握、市場ニーズに即した商品開発、
安全規格 /ＰＬ等のコンプライアンス対策など
市場調査に基づくプレゼン準備、直前対策（ＤＭ発送等）、ターゲット性向の再調査、貿易実務の習得

国内外の見本市、展示会、商談会などへの参加、個別訪問での商談

商品、商品スペック、市場、売り出し方、ターゲット等の見直し

素早い商談のフォロー、見積書の提示、スペックの詰め、信用情報確認、企業の選別、契約相手の補修能力等の現認

価格、支払い条件等の交渉、契約条件の確認、契約書の提示

契約書の取り交わし、商品の船積み、決済方法の確認

代理店契約書の取り交わし、サンプル輸出

❶事業戦略明確化

❷戦略立案

❸商談事前準備
❹商談
❺戦略の見直し
❻フォロー、代理店などの選定
❼契約交渉
❽販路拡大、契約
❾代理店契約

海外コーディネーターによる
輸出支援相談サービス

新輸出大国コンソーシアム

輸出有望案件支援サービス

バイヤー招へい商談会
商談ミッション派遣
海外見本市・展示会への出展支援

（注）詳細は、ジェトロのサービス（https://www.jetro.go.jp/services/list.html）を参照。サービス利用に伴い、利用企業に別途費用負担が発生するものもある。「ジェトロメンバーズ」では各種割引や会員限定サービスあり。

無料

無料

有料
有料

無料

無料

分野により異なる
ジェトロHP参照

分野により異なる
ジェトロHP参照

中堅・中小企業等

中小企業主体

ー

ー

ジェトロが海外に配置する専門家（海外コーディネーター）が、海外ビジネス展開
に関する問い合わせに現地の感覚・目線に基づき回答。

農林水産・食品、デザイン製品・伝統産品、日用品、ファッション分野において、
ジェトロ専門家が輸出戦略の策定から契約締結までをサポート。

国内の支援機関が幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、総
合的な支援を行う枠組み。「新輸出大国コンシェルジュ」が、コンソーシアム参加
機関の支援サービスや、海外ビジネスに精通した個別分野の専門家（「新輸出大国
エキスパート」）および海外展開計画作成から海外販路開拓、操業支援まで一貫し
たサポートを行う専門家（「新輸出大国パートナー」）による支援サービスから、最
適なメニューを提案。 

海外から有力なバイヤーを招へいし、日本企業との個別商談会を開催。

日本企業の関心の高い国・地域へ海外ミッションを派遣。

ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会への出展をサポート。

▶ジェトロによる主な個別企業向け輸出支援サービス
サービス名称 内　容 料金（注） 対象企業

契約
交渉7フォロー、

代理店などの
選定

6商談4商談
事前準備3戦略

立案2事業戦略
明確化1

● 国・地域別情報 (J-FILE)  
　・産業別・海外市場別
　　マーケティングレポート
　・海外市場別コスト比較表
● 制度 / 規格関連法規の検索 /閲覧 
● セミナー・講習会
　・各地で開催
● 海外ブリーフィング 
● 通商弘報・ジェトロセンサー、
　 各種調査レポート・出版物

● 商談会へのアドバイス 
　・価格設定、プレゼンテーション方法など
● 貿易実務オンライン講座 
● 貿易実務講座
　・各地で開催

● 見本市・展示会情報 (J-messe)
● 輸出支援相談サービス 
● 海外ミニ調査サービス
● 知的財産関連サービス

● 海外見本市・展示会、海外バイヤーの
　 招聘による国内商談会の開催
● 海外ミッション派遣
● 展示会等でのマッチングサポート
● 引き合い案件データベース (TTPP)

ジェトロとの連携事業

お客さまの関心が高いと思われるテーマや注目されているテー
マについて、ジェトロ名古屋との連携によりセミナー開催して
います。
ジェトロ名古屋との連携により、弊行のお客さまはもちろん、
多くの企業様にご参加いただいています。
ジェトロ職員・アドバイザーの方に講師として講演いただくこ
とで、有益で鮮度の高い情報をお届けしています。

2016年11月15日開催ベトナムセミナーの様子

セミナー・ワークショップの開催
セミナーでの連携

セミナーに加えて、よりテーマを限定したワークショップも、
ジェトロ名古屋との連携により開催しています。
海外展開について同様の関心・課題を持つお客さまにご参加い
ただき、また少人数での開催となることで、個別の質問などに
もお応えすることができます。
ジェトロ専門家が講師となり、無料で開催しています。

ジェトロのサービス※を利用することでジェトロ専門家と一緒
にお客さまを訪問することができます。
名古屋銀行が窓口となりお客さまに個別に課題・ニーズをお聞
きし、ジェトロ名古屋およびジェトロ本部にてお客さまの課題・
ニーズに合致した専門家を調整します。
製造業、卸売業、小売・サービス業などさまざまな業種のお客
さまからのご相談をお受けします。
海外進出計画の策定から貿易実務まで、幅広いご相談内容に対
応します。

※ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム事業」の専門家派遣サービスを利用しています。
　ご利用いただくには条件がございますので、詳しくは名古屋銀行お取引店までお問い合わせください。
※ジェトロのサービスが終了した場合、専門家との訪問ができなくなる場合がございます。

Cooperation with JETRO

ジェトロ名古屋との連携によりセミナーやワークショップを開催しており、より多くのお客さまにジェトロ
のサービスをご利用いただけるよう活動を行っています。
また、お客さまからのご要望に応じてジェトロの専門家との個別企業訪問も実施しています。

セミナー共催・専門家との個別企業訪問

ワークショップでの連携

ジェトロ専門家との企業訪問

ジェトロ名古屋と連携したセミナー・ワークショップ
2014.３

2015.７

2016.３

2016.３

2016.８

2016.11

2016.12

東南アジア進出セミナー

インドネシアセミナー

「食」と「農」の輸出促進セミナー

輸出企業向けワークショップ

TPP 協定特恵関税活用セミナー

ベトナムセミナー

ミャンマー進出セミナー

相談

相談・依頼
依頼

ニーズ 解 決

ジェトロ本部ジェトロ名古屋

専門家訪問

お客様

28 29

※セミナーの連携とは、ジェトロ名古屋に共催、後援、講師派遣を受けることを指します。

Support service JETRO



●ミッション派遣
　・投資環境視察ミッション
　・投資ビジネスミッション
● 海外ミニ調査

● 海外ビジネス・サポートセンター
● 設立準備コンサルティング 
● 商談支援

● 第3国セミナー
● 第3国ミッション派遣

販路
拡大6輸出5契約

交渉4商談3輸出
プラン
作成
2

ジェトロの農林水産物・食品の輸出サポートサービス ジェトロの海外市場開拓サポートサービス （海外投資） Support service JETROSupport service JETRO

サービスの詳細、各イベントの募集はジェトロHPをご覧下さい。http://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/

輸出有望案件支援 専門家が、企業の製品・商品や状況に合わせて、マーケットやバイヤー情報の収集や海外見本市の随行、商談の
立会い、最終的には契約締結まで一貫して支援。審査有り。

▶ジェトロによる主な個別企業向け輸出支援サービス
サービス名称 内　容

海外見本市・展示会への出展支援 世界的に評価の高い見本市にジャパンパビリオンを設置し、出展を支援。
海外商談会 輸出先として可能性の高い国・地域において海外商談会を開催。海外の専門家を通じ現地優良バイヤーを招待。
バイヤー招へい商談会 ジェトロのネットワークを通じ、世界各国から有力バイヤーを日本に招へい、国内で商談会を開催。
商社マッチング 輸出（希望）事業者と商社や物流企業等が商談する機会を提供。

▶ジェトロによる主な商流構築支援サービス
サービス名称 内　容

個別相談（国内） 本部（東京）、大阪本部、各地の貿易情報センターに「農林水産物・食品輸出相談窓口」を設置し、相談に対応。
原則無料（調査を伴うものなどは、一部有料）。

セミナー 海外に配置する専門家（コーディネーター）による最新の現地市場情報に関するセミナー、輸出先国・地域の制度
に関するセミナー、品目別セミナーなどを開催。

個別相談（海外） 海外に配置する専門家（コーディネーター）が現地の感覚・目線で相談に対応（世界約 20 都市）。無料。

情報提供 ジェトロのホームページで各国の制度情報、ジェトロの調査レポートを公表。

マーケティング基礎講座 マーケティングの理論から輸出戦略の立案方法などを解説。

商談スキルセミナー 商談の事前準備から事後対応までの一連のノウハウを解説。

▶ジェトロによる主な情報・スキル支援サービス
サービス名称 内　容

情報・スキル支援
● 個別相談（国内・海外）
● HP 等での情報提供、
● セミナー（海外市場別　テーマ別）
● マーケティング基礎講座
● 商談スキルセミナー

個別企業支援
● 輸出有望案件支援
● 新輸出大国コンソーシアム

商流構築支援
● 海外見本市
● 海外商談会
● バイヤー招へい商談会（国内）
● 商社マッチング

輸出
可能性の
検討

1 円滑な
操業5会社

設立4F/S 調査・
経営判断3進出先の

検討2海外展開の
可能性・
方法の検討
1

●貿易投資相談  ●ビジネスライブラリー　●新輸出大国コンソーシアム

ジェトロの支援

情報提供、海外投資セミナー、投資実務講座❶海外展開の可能性・方法の検討
海外の投資環境の視察、現地企業とのネットワーキング等を通じて、進出先の選定や JV/OEM パートナー発掘などに資
する情報収集の機会を提供。❷進出先の検討

ジェトロ海外事務所に於いて、現地の事情やビジネス環境を駐在員や専門アドバイザーが情報提供。海外に配置されたアド
バイザーが、現地の投資・貿易制度や産業情報、諸手続きなどを中心に情報提供・アドバイスを行い、現地企業との合弁・
技術提携、貿易等を支援。

❸F/S 調査・経営判断

海外でビジネスを立ち上げるのに必要なノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を融合したワンストップサービスを提供。
設立準備のためのコンサルテーションや商談を支援。❹会社設立

法務・労務・税務について、個別相談会、ワーキンググループ等を通じて情報提供・アドバイス。
海外ビジネスに於ける知財侵害リスクの回避方法、海外市場における模倣品、海賊版問題の解決に役立つサービスを提供。❺円滑な操業

海外進出日系企業を対象に第 3国への販路拡大を目的とする情報提供セミナーを海外で開催。
海外、第3国行きミッション団を派遣し企業の新たな投資先の発掘を支援。❻販路拡大

新輸出大国コンソーシアム

（注）詳細は、ジェトロのサービス（https://www.jetro.go.jp/services/list.html）を参照。サービス利用に伴い、利用企業に別途費用負担が発生するものもある。「ジェトロメンバーズ」では各種割引や会員限定サービスあり。

国内の支援機関が幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、
総合的な支援を行う枠組み。「新輸出大国コンシェルジュ」が、コンソーシアム
参加機関の支援サービスや、海外ビジネスに精通した個別分野の専門家（「新
輸出大国エキスパート」）および海外展開計画作成から海外販路開拓、操業支
援まで一貫したサポートを行う専門家（「新輸出大国パートナー」）による支援
サービスから、最適なメニューを提案。 

中堅・中小企業等無料

サービス産業海外展開
支援サービス

海外進出に取り組むサービス産業企業を、ジェトロの専門家が、訪問や E-mail
相談等を通じて個別に支援。 サービス分野無料

海外展開現地支援プラットフォーム
（海外）

海外において、ジェトロを含む各支援機関・団体によるプラットフォームを
構築し、日系企業の海外進出への支援体制を一層強化。 中小企業無料

ビジネス・サポートセンター
（海外）

短期の貸オフィス （フィリピン、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー）と投資ア
ドバイザーによるコンサルティング・サービスを提供。

一部施設は
中小企業のみ有料

▶ジェトロによる主な個別企業向け海外投資支援サービス
サービス名称 内　容 料金（注） 対象企業

このほか、海外のバイヤーやシェフを対象にデモンストレーション、セミナーの開催、日本への招へい時の
生産現場視察アレンジなどにより、日本産農林水産物・食品の魅力・価値を伝える取り組みも実施。

● 情報提供
　・国・地域別情報 (J-FILE)　
　・各国の投資コスト比較
● セミナー 
　・海外投資セミナー
　・情報提供セミナー等
● 投資実務講座
　・国別・地域別・投資計画
● 知的財産権対策
　・外国出願支援
　・商標先行登録調査

● アドバイザー、プラットフォーム
　コーディネーターへの相談・情報提供
● 現地政府への提言・働きかけ
● 模倣品対策支援、侵害訴訟費用補助

● 海外ブリーフィングサービス
● アドバイザー相談

30 31

新輸出大国コンソーシアム
国内の支援機関が幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、総合的な支援を行う枠組み。「新
輸出大国コンシェルジュ」が、コンソーシアム参加機関の支援サービスや、海外ビジネスに精通した個別分野の
専門家（「新輸出大国エキスパート」）および海外展開計画作成から海外販路開拓、操業支援まで一貫したサポー
トを行う専門家（「新輸出大国パートナー」）による支援サービスから、最適なメニューを提案。 



●ミッション派遣
　・投資環境視察ミッション
　・投資ビジネスミッション
● 海外ミニ調査

● 海外ビジネス・サポートセンター
● 設立準備コンサルティング 
● 商談支援

● 第3国セミナー
● 第3国ミッション派遣

販路
拡大6輸出5契約

交渉4商談3輸出
プラン
作成
2

ジェトロの農林水産物・食品の輸出サポートサービス ジェトロの海外市場開拓サポートサービス （海外投資） Support service JETROSupport service JETRO

サービスの詳細、各イベントの募集はジェトロHPをご覧下さい。http://www.jetro.go.jp/industrytop/foods/

輸出有望案件支援 専門家が、企業の製品・商品や状況に合わせて、マーケットやバイヤー情報の収集や海外見本市の随行、商談の
立会い、最終的には契約締結まで一貫して支援。審査有り。

▶ジェトロによる主な個別企業向け輸出支援サービス
サービス名称 内　容

海外見本市・展示会への出展支援 世界的に評価の高い見本市にジャパンパビリオンを設置し、出展を支援。
海外商談会 輸出先として可能性の高い国・地域において海外商談会を開催。海外の専門家を通じ現地優良バイヤーを招待。
バイヤー招へい商談会 ジェトロのネットワークを通じ、世界各国から有力バイヤーを日本に招へい、国内で商談会を開催。
商社マッチング 輸出（希望）事業者と商社や物流企業等が商談する機会を提供。

▶ジェトロによる主な商流構築支援サービス
サービス名称 内　容

個別相談（国内） 本部（東京）、大阪本部、各地の貿易情報センターに「農林水産物・食品輸出相談窓口」を設置し、相談に対応。
原則無料（調査を伴うものなどは、一部有料）。

セミナー 海外に配置する専門家（コーディネーター）による最新の現地市場情報に関するセミナー、輸出先国・地域の制度
に関するセミナー、品目別セミナーなどを開催。

個別相談（海外） 海外に配置する専門家（コーディネーター）が現地の感覚・目線で相談に対応（世界約 20 都市）。無料。

情報提供 ジェトロのホームページで各国の制度情報、ジェトロの調査レポートを公表。

マーケティング基礎講座 マーケティングの理論から輸出戦略の立案方法などを解説。

商談スキルセミナー 商談の事前準備から事後対応までの一連のノウハウを解説。

▶ジェトロによる主な情報・スキル支援サービス
サービス名称 内　容

情報・スキル支援
● 個別相談（国内・海外）
● HP 等での情報提供、
● セミナー（海外市場別　テーマ別）
● マーケティング基礎講座
● 商談スキルセミナー

個別企業支援
● 輸出有望案件支援
● 新輸出大国コンソーシアム

商流構築支援
● 海外見本市
● 海外商談会
● バイヤー招へい商談会（国内）
● 商社マッチング

輸出
可能性の
検討

1 円滑な
操業5会社

設立4F/S 調査・
経営判断3進出先の

検討2海外展開の
可能性・
方法の検討
1

●貿易投資相談  ●ビジネスライブラリー　●新輸出大国コンソーシアム

ジェトロの支援

情報提供、海外投資セミナー、投資実務講座❶海外展開の可能性・方法の検討
海外の投資環境の視察、現地企業とのネットワーキング等を通じて、進出先の選定や JV/OEM パートナー発掘などに資
する情報収集の機会を提供。❷進出先の検討

ジェトロ海外事務所に於いて、現地の事情やビジネス環境を駐在員や専門アドバイザーが情報提供。海外に配置されたアド
バイザーが、現地の投資・貿易制度や産業情報、諸手続きなどを中心に情報提供・アドバイスを行い、現地企業との合弁・
技術提携、貿易等を支援。

❸F/S 調査・経営判断

海外でビジネスを立ち上げるのに必要なノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を融合したワンストップサービスを提供。
設立準備のためのコンサルテーションや商談を支援。❹会社設立

法務・労務・税務について、個別相談会、ワーキンググループ等を通じて情報提供・アドバイス。
海外ビジネスに於ける知財侵害リスクの回避方法、海外市場における模倣品、海賊版問題の解決に役立つサービスを提供。❺円滑な操業

海外進出日系企業を対象に第 3国への販路拡大を目的とする情報提供セミナーを海外で開催。
海外、第3国行きミッション団を派遣し企業の新たな投資先の発掘を支援。❻販路拡大

新輸出大国コンソーシアム

（注）詳細は、ジェトロのサービス（https://www.jetro.go.jp/services/list.html）を参照。サービス利用に伴い、利用企業に別途費用負担が発生するものもある。「ジェトロメンバーズ」では各種割引や会員限定サービスあり。

国内の支援機関が幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、
総合的な支援を行う枠組み。「新輸出大国コンシェルジュ」が、コンソーシアム
参加機関の支援サービスや、海外ビジネスに精通した個別分野の専門家（「新
輸出大国エキスパート」）および海外展開計画作成から海外販路開拓、操業支
援まで一貫したサポートを行う専門家（「新輸出大国パートナー」）による支援
サービスから、最適なメニューを提案。 

中堅・中小企業等無料

サービス産業海外展開
支援サービス

海外進出に取り組むサービス産業企業を、ジェトロの専門家が、訪問や E-mail
相談等を通じて個別に支援。 サービス分野無料

海外展開現地支援プラットフォーム
（海外）

海外において、ジェトロを含む各支援機関・団体によるプラットフォームを
構築し、日系企業の海外進出への支援体制を一層強化。 中小企業無料

ビジネス・サポートセンター
（海外）

短期の貸オフィス （フィリピン、タイ、インド、ベトナム、ミャンマー）と投資ア
ドバイザーによるコンサルティング・サービスを提供。

一部施設は
中小企業のみ有料

▶ジェトロによる主な個別企業向け海外投資支援サービス
サービス名称 内　容 料金（注） 対象企業

このほか、海外のバイヤーやシェフを対象にデモンストレーション、セミナーの開催、日本への招へい時の
生産現場視察アレンジなどにより、日本産農林水産物・食品の魅力・価値を伝える取り組みも実施。

● 情報提供
　・国・地域別情報 (J-FILE)　
　・各国の投資コスト比較
● セミナー 
　・海外投資セミナー
　・情報提供セミナー等
● 投資実務講座
　・国別・地域別・投資計画
● 知的財産権対策
　・外国出願支援
　・商標先行登録調査

● アドバイザー、プラットフォーム
　コーディネーターへの相談・情報提供
● 現地政府への提言・働きかけ
● 模倣品対策支援、侵害訴訟費用補助

● 海外ブリーフィングサービス
● アドバイザー相談

30 31

新輸出大国コンソーシアム
国内の支援機関が幅広く結集し、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、総合的な支援を行う枠組み。「新
輸出大国コンシェルジュ」が、コンソーシアム参加機関の支援サービスや、海外ビジネスに精通した個別分野の
専門家（「新輸出大国エキスパート」）および海外展開計画作成から海外販路開拓、操業支援まで一貫したサポー
トを行う専門家（「新輸出大国パートナー」）による支援サービスから、最適なメニューを提案。 
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