
2022. 8

▶海外

世界に広がるジェトロ・ネットワーク
G L O B A L  N E T W O R K  

▶国内

国内のお客様は
最寄りの国内窓口に

ご相談ください。

＜本部＞
東京都港区赤坂１丁目12-32 アーク森ビル（総合案内 ６階）
TEL ：03-3582-5511

＜アクセス＞
東京メトロ 南北線 「六本木一丁目」 ３番出口 徒歩約１分
東京メトロ 銀座線・南北線 「溜池山王」 13 番出口 徒歩約３分
東京メトロ 日比谷線 「神谷町」 ４B 番出口 徒歩約12 分
東京メトロ 千代田線 「赤坂」 ５番出口 徒歩約12 分
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北海道 　011-261-7434　 青　森　 017-734-2575　 岩　手　 019-651-2359　 仙　台　 022-223-7484
秋　田 　018-865-8062　 山　形　 023-622-8225　 福　島　 024-947-9800　 茨　城　 029-300-2337
栃　木 　028-670-2366　 群　馬 　027-310-5205　 埼　玉　 048-650-2522　 千　葉　 043-271-4100　
東　京　 03-3582-4953　 横　浜　 045-222-3901 新　潟 　025-284-6991　 富　山　 076-415-7971　
金　沢　 076-268-9601　 福　井　 0776-33-1661 山　梨 　055-220-2324　 長　野　 026-227-6080　
諏　訪　 0266-52-3442　 岐　阜　 058-271-4910 静　岡 　054-352-8643　 浜　松　 053-450-1021　
名古屋　 052-589-6210　 三　重　 059-228-2647 滋　賀 　0749-21-2450　 京　都 　075-341-1021　
神　戸　 078-231-3081　 奈　良　 0742-23-7550　 和歌山　 073-425-7300　 鳥　取　 0857-52-4335
島　根　 0852-27-3121　 岡　山 　086-224-0853　 広　島　 082-535-2511　 山　口　 083-231-5022
徳　島　 088-657-6130　 香　川 　087-851-9407　 愛　媛　 089-952-0015　 高　知　 088-823-1320
福　岡　 092-471-5635　 北九州 　093-541-6577　 佐　賀　 0952-28-9220　 長　崎　 095-823-7704　
熊　本 　096-354-4211　  大　分 　097-513-1868　  宮　崎　 0985-61-4260　 鹿児島　 099-226-9156　   
沖　縄　 098-859-7002

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、貿易・投資促進等を通じ、日本の経済・社会の発展に貢献することを目指す独立行政法人です。

本資料はその活動のうち、主に日本の企業及び在外日系企業の皆様に役立つものをまとめたものです。

東京都港区赤坂１丁目12-32 アーク森ビル
TEL ：03-3582-5511

ムンバイ
アーメダバード

ジェトロ  海外事務所

ジェトロ  国内事務所
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JAPAN STREET

海外バイヤー招へい・商談会

海外におけるEC販売プロジェクト（JAPAN MALL事業）

米国向け越境EC支援プログラム「JAPAN STORE」

TAKUMI NEXT （海外需要開拓プログラム）

輸出プロモーターによる支援サービス（農林水産・食品分野）

……ジェトロ・メンバーズ（P.35）会員特典あり

……無料サービス……対象限定サービス

……オンライン対応サービス

……有料サービス

貿易・投資について相談したい、知識を得たい

日本に進出したい・海外企業と協業・連携したい

海外経済・貿易情報を入手したい

海外取引先を開拓したい

海外進出したい

その他

  日本貿易振興機構(ジェトロ)は、海外ビジネスの成功を目指す企業の皆様の

「海外経済・貿易情報を入手したい」「貿易投資実務について知りたい」

「海外取引先を開拓したい」「海外進出をしたい」といったご要望に合わせた

  各種メニューを取り揃えております。お問い合わせをお待ちしております。

「国・地域別情報」 J-FILE

海外ビジネス情報

ウェビナー／セミナー

国際ビジネス情報番組「世界は今- JETRO Global Eye」

メールマガジン配信サービス

（一部お客様負担）

 ONLINE

貿易投資相談

新輸出大国コンソーシアム事業

海外ブリーフィングサービス

コーディネーターによる輸出支援相談

貿易実務オンライン講座

ビジネスマッチングサイトe-Venue

海外ミニ調査サービス

海外見本市・展示会

通年型オンライン展示会への出展支援（JAPAN LINKAGE）

海外における支援サービス

ビジネス・サポートセンター

ミッション派遣

高度外国人材活躍推進プラットフォーム

外国人材活躍支援パッケージ

中小企業海外ビジネス人材育成塾

スタートアップシティ・アクセラレーション・プログラム

グローバル・アクセラレーション・ハブ

中小企業等外国出願・中間手続支援事業

知的財産保護関連サービス

海外における営業秘密漏えい対策支援事業

対日投資支援サービス

ジャパン・イノベーション・ブリッジ（J-Bridge）

日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所図書館

ジェトロ・メンバーズ

ジェトロへのお客様情報ご登録

 ONLINE
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ステップ別サービス活用モデル
組織紹介

「中小企業」限定のサービスは、利用申込時に、次の（1）および（2）の定義・要件をともに満たす中小企業を対象とします。
（1）　中小企業基本法の定義
　　　詳細は中小企業・小規模企業者の定義（中小企業庁ウェブサイト）をご確認ください。
（2）　経済産業省が定める要件（以下全て満たす必要があります）

　　　1.   本金又は出資金が5億円以上の法人に、直接又は間接に100％の株式を保有される中小・小規模事業者ではないこと。
　　　2.   確定している（申告済みの）直近過去3事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えない中小・小規模事業者。

※中小企業の定義・要件について

 ONLINE

ONLINE ……オンライン限定サービス

（一部お客様負担）（対象者限定）

（一部お客様負担）

（対面でも実施可）
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海外主要国・地域の概況や経済データを調べたい。

海外ビジネス(輸出入･日本からの進出)に関する制度･手続きを知りたい。

世界主要都市の投資コストを比較したい。

無料 無料サービス

海外ビジネス情報 サービス 国・地域別に見る 目的別に見る 産業別に見る

国・地域別に見る

日本貿易振興機構（ジェトロ）

日本   ▶

アジア ＋

北米
ロシア ・ CIS ＋

中東  ＋

欧州  ＋

オセアニア ＋アフリカ ＋

北米  ＋

中南米 ＋

▼ ▼▼ ▼▼

ONLINE限定

１．政治・経済動向等の概況、基礎的経済指標（GDP、消費者物価指数、失業率、国際収支等）や、貿易・進出を
　　検討する際にチェックすべき制度（輸出入手続きや外資に関する規制等）を、国・地域ごとに掲載してい
　　ます。また、特定国・地域の情報・統計は、比較表示することができます。

「国・地域別情報」 J-FILE 

世界主要都市の投資コスト
各国・地域ページより、ダウンロード可能です。

ジェトロ  投資コスト

「国･地域別情報」 J-FILEメールマガジン
「主要国・地域の貿易投資制度情報」、「調査レポート」などの更新情報を毎月１回お届けします。

お問い合わせ先：海外調査部　海外調査企画課
TEL：03-3582-5195　E-mail：oraq@jetro.go.jp ジェトロ  国・地域別情報

「国・地域別情報」トップページ

２．各国・地域別のページから、よく寄せられるお問い合わせを質疑応答形式でわかりやすく紹介する、
　　「貿易・投資相談Q&A」へのリンクを設けています。

ジェトロ  メールマガジン

海
外
経
済
・
貿
易
情
報
を
入
手
し
た
い

1 2

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88&ei=bTzjYqfaA8OL-Aa6rJH4CA&ved=0ahUKEwjnxJzG_Zz5AhXDBd4KHTpWBI8Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgQIABAeOgYIABAeEAg6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAEOgoIABAeEA8QBRAEOgwIABAeEA8QBRAEEApKBAhBGABKBAhGGABQigVY-1VgwlhoA3ABeACAAXSIAeoOkgEEMTAuOZgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3&ei=_D_jYvG1HsKJmAWwz7OQAw&ved=0ahUKEwjxo-r4gJ35AhXCBKYKHbDnDDIQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6CAgAEB4QCBAEOgIIJjoICAAQHhAIEA06BQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUOMEWIwkYOYmaAFwAXgAgAGKAYgBjA-SAQQxMC45mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E5%9B%BD%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1&ei=FkDjYo6BK4KFr7wP87W7iA4&ved=0ahUKEwiO5KmFgZ35AhWCwosBHfPaDuEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E5%9B%BD%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEA0yBAgAEB46BwgAEEcQsAM6BwgAEIAEEAQ6BggAEB4QBDoICAAQHhAIEAQ6BQgAEIAEOgYIABAeEAhKBAhBGABKBAhGGABQyAZY7yBgoSNoAXABeACAAXqIAfoQkgEEMTUuN5gBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz


海外主要国・地域の概況や経済データを調べたい。

海外ビジネス(輸出入･日本からの進出)に関する制度･手続きを知りたい。

世界主要都市の投資コストを比較したい。

無料 無料サービス

海外ビジネス情報 サービス 国・地域別に見る 目的別に見る 産業別に見る

国・地域別に見る

日本貿易振興機構（ジェトロ）

日本   ▶

アジア ＋

北米
ロシア ・ CIS ＋

中東  ＋

欧州  ＋

オセアニア ＋アフリカ ＋

北米  ＋

中南米 ＋

▼ ▼▼ ▼▼

ONLINE限定

１．政治・経済動向等の概況、基礎的経済指標（GDP、消費者物価指数、失業率、国際収支等）や、貿易・進出を
　　検討する際にチェックすべき制度（輸出入手続きや外資に関する規制等）を、国・地域ごとに掲載してい
　　ます。また、特定国・地域の情報・統計は、比較表示することができます。

「国・地域別情報」 J-FILE 

世界主要都市の投資コスト
各国・地域ページより、ダウンロード可能です。

ジェトロ  投資コスト

「国･地域別情報」 J-FILEメールマガジン
「主要国・地域の貿易投資制度情報」、「調査レポート」などの更新情報を毎月１回お届けします。

お問い合わせ先：海外調査部　海外調査企画課
TEL：03-3582-5195　E-mail：oraq@jetro.go.jp ジェトロ  国・地域別情報

「国・地域別情報」トップページ

２．各国・地域別のページから、よく寄せられるお問い合わせを質疑応答形式でわかりやすく紹介する、
　　「貿易・投資相談Q&A」へのリンクを設けています。

ジェトロ  メールマガジン

ジェトロ  海外ビジネス情報

１．  ジェトロ・ビジネス短信
　　鮮度が高いビジネスニュース（政治・経済動向、制度情報、マクロ経済や各種産業等に関する統計、市
　　場動向など）を、国内外120カ所を超えるジェトロ・ネットワークで収集しています。情報はウェブサイト
　　でお届けしています。

「ジェトロ・ビジネス短信」、「ジェトロ地域・分析レポート」の新着記事のメール配信、
ジェトロの有料出版物の一部をお届けする会員限定サービスがあります。

ジェトロ　オンデマンド出版、 出版物

最新の各国・地域の経済・貿易情報を入手したい。

信頼できる国際ビジネスの情報源が欲しい。

タイムリーに効率的に情報収集したい。

ジェトロ  出版物

無料 無料サービス 有料 有料サービス 会員 会員特典あり

２．  ジェトロ地域・分析レポート
　　海外のビジネス・経済などに関して、解説・分析を交えて報告します。ウェブサイトから閲覧できます。

３．  オンデマンド出版
　　ウェブサイトでお客様のご注文をお受けしてから、ご注文部数を書籍化してお届けする販売システムです。
　　ウェブサイトからのみのご注文になります。

ONLINE限定

ONLINE限定

ONLINEあり

ONLINEあり

新着記事

ビジネス短信 地域・分析レポート

新着レポート 検索

特集

ビジネス短信 ビジネス短信のコンテンツ一覧●＋

この特集の記事

フリーワード検索

特集

・  記事詳細検索 ・  過去記事一覧 ・  通商公示（通商弘報） ・  事前意図公告

・  世界の政治経済日程 ・  コンテンツの利用について・  世界の祝祭日

ビジネス短信では、世界主要国・地域の政治・経済に関
ジェトロ ・ メンバーズの方は 記事詳細検索をご利用い

地域・分析レポート内を検索する

○

キーワードを入力してください。 ○

ONLINE限定 ONLINEあり

海外ビジネス情報

お問い合わせ先：海外調査部　海外調査企画課　メディア制作チーム
ジェトロ・ビジネス短信　E-mail：j-tanshin@jetro.go.jp
地域・分析レポート E-mail：sensor@jetro.go.jp
オンデマンド出版 TEL：03-3582-3518　E-mail：books@jetro.go.jp

※各省庁のお知らせも掲載しています。
　通商公示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前意図公告
　https://www.jetro.go.jp/biznews/announcement.html　　https://www.jetro.go.jp/biznews/comment.html
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https://www.jetro.go.jp/biznews/
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/
https://www.jetro.go.jp/publications/jetro/ondemand.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/announcement.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/comment.html
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9&ei=K0DjYo6GK-rDmAWV9qnQCA&ved=0ahUKEwjOx6uPgZ35AhXqIaYKHRV7CooQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABCABBAESgQIQRgASgQIRhgAUABY-A1gqhBoAHABeAGAAY4CiAGzC5IBBTYuNS4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%83%85%E5%A0%B1&ei=9UDjYqXII82PoATXvbzAAw&ved=0ahUKEwjlls3vgZ35AhXNB4gKHdceDzgQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%83%85%E5%A0%B1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB46BwgAEEcQsAM6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToHCAAQgAQQBDoGCAAQHhAEOgkIABCABBAEECU6BggAEB4QF0oECEEYAEoECEYYAFDGBliKJmCmKGgBcAF4AIABxQGIAYsQkgEEMTIuOJgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz


有料セミナーの会場参加　無料または割引
メンバーズ限定のWEB講座・セミナーのご視聴　無料（人数制限なし）

スキマ時間に、動画で手軽に情報収集したい。

企業の取り組み事例から、国際ビジネスのヒントをつかみたい。

世界経済の最新動向を把握したい。

無料 無料サービス 有料 有料サービス 会員 会員特典あり

ジェトロ  セミナー講演会

テーマによって無料セミナー、有料セミナーがあります。

ウェビナー画面

ONLINEあり

海外・国内のネットワークを駆使したジェトロならではの情報をお届けします。
１．  最新の国際ビジネス情報を提供します。
　　（主要国ビジネスセミナー、自由貿易協定（FTA）関連セミナーなど）
２．  各国・地域の経済、貿易、投資、産業を掘り下げて解説します。
３．  ほぼ全てのセミナーをライブ配信および見逃し配信します。
　　当日、会場にお越しになれない方もご自宅や職場のパソコンから視聴することができます。

ウェビナー/セミナー

お問い合わせ先：右記ウェブサイトをご参照のうえ、
各担当部署または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A&ei=CkHjYvmKFZjP-QawsIWQBw&ved=0ahUKEwj5t8D5gZ35AhWYZ94KHTBYAXIQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAEOgUIIRCgAToFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEB4QD0oECEEYAEoECEYYAFCrA1ixHGDzIGgBcAF4AIABogGIAfkNkgEENy4xMJgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz


有料セミナーの会場参加　無料または割引
メンバーズ限定のWEB講座・セミナーのご視聴　無料（人数制限なし）

スキマ時間に、動画で手軽に情報収集したい。

企業の取り組み事例から、国際ビジネスのヒントをつかみたい。

世界経済の最新動向を把握したい。

無料 無料サービス 有料 有料サービス 会員 会員特典あり

ジェトロ  セミナー講演会

テーマによって無料セミナー、有料セミナーがあります。

ウェビナー画面

ONLINEあり

海外・国内のネットワークを駆使したジェトロならではの情報をお届けします。
１．  最新の国際ビジネス情報を提供します。
　　（主要国ビジネスセミナー、自由貿易協定（FTA）関連セミナーなど）
２．  各国・地域の経済、貿易、投資、産業を掘り下げて解説します。
３．  ほぼ全てのセミナーをライブ配信および見逃し配信します。
　　当日、会場にお越しになれない方もご自宅や職場のパソコンから視聴することができます。

ウェビナー/セミナー

お問い合わせ先：右記ウェブサイトをご参照のうえ、
各担当部署または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。

国際ビジネス情報番組

ビジネスのヒントを、10分間で分かりやすくお届けします

スキマ時間に、動画で手軽に情報収集したい。

企業の取り組み事例から、国際ビジネスのヒントをつかみたい。

世界経済の最新動向を把握したい。

無料 無料サービス ONLINE限定

SNSで配信

企業研修や教育機関向けに番組DVDをご提供しています（有料）。
セミナー・講義での上映などにご活用ください。

ジェトロのtwitterでも
番組情報を配信中！

@JETRO_info

インターネット配信
毎週木曜日更新！

オンデマンドでいつでも無料で視聴いただけます。
ジェトロのウェブサイト：https://www.jetro.go.jp/tv/

YouTube：https://www.youtube.com/c/世界は今JETROGlobalEye

ジェトロでは、国際ビジネス情報番組「世界は今 -JETRO Global Eye」を配信中です。
国内外の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約10分間で皆様にお届けしています。

お問い合わせ先：企画部　情報データ統括課 　映像メディア班
TEL：03-3582-5219　FAX：03-3505-5747　E-mail：PLG-TV@jetro.go.jp ジェトロ  世界は今
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https://www.youtube.com/c/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E4%BB%8AJETROGlobalEye
https://www.jetro.go.jp/tv/
https://twitter.com/JETRO_info?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E4%BB%8A&ei=UkHjYrD6G8OAmgawxrWIBA&ved=0ahUKEwiw6_Gbgp35AhVDgMYKHTBjDUEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E4%BB%8A&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQHhAPMgYIABAeEA8yBggAEB4QDzoHCAAQRxCwAzoJCAAQgAQQBBAlOggIABCxAxCDAToHCAAQgAQQBDoGCAAQHhAEOggIABAeEA8QBEoECEEYAEoECEYYAFDtBVjzGmC2HWgBcAF4AIAB7QGIAbIMkgEFOS40LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


国際ビジネスに関する各種最新情報をEメールで定期的に配信します

特定国・地域に関するビジネス情報を配信してほしい。

貿易投資や知的財産権に関する情報を配信してほしい。

最寄りのジェトロ国内事務所が実施しているイベントを案内してほしい。

ジェトロ  メルマガ

メールマガジン配信サービス

お問い合わせ先：個々のメールマガジンについては右記ウェブサイトをご参照のうえ、
各担当部署または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。

１．お客様に合ったビジネス関連情報を70以上のメールマガジンからお選びいただき、配信します。
　　ジェトロの本部や国内外事務所を通じて収集した貿易投資関連の制度情報を、Eメールで直接お客様へ
　　お届けします。また、地域別・産業別にもメールマガジンをご用意してありますので、お客様のご関心に
　　合った情報を入手できます。

２．海外展開のきっかけとなる各種イベント情報をお知らせします。
　　ジェトロの国内事務所などが配信しているメールマガジンでは、それぞれの事務所が実施している
　　セミナーや展示会などのイベント情報をお知らせしています。

産業別・地域別にメールマガジンを
ご用意しています。

ジェトロの本部や国内外事務所から、
Eメールで定期的に国際ビジネスに役立つ
最新情報をお届けします。

ONLINE限定
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC&ei=ykHjYu3XDuKzmAXG4KDoDw&ved=0ahUKEwjt5IDVgp35AhXiGaYKHUYwCP0Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAeEAgyCAgAEB4QDxAIOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAEOggIABAeEAgQBDoKCAAQHhAPEAgQBEoECEEYAEoECEYYAFD4BFiTC2DSDWgBcAF4AIABiwGIAYgHkgEDNS40mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


貿易・投資に関するさまざまなご相談にお応えします

※アドバイザーとの個別相談は事前予約制です。お申し込み受け付け後、担当アドバイザーから日程調整等のご連絡をいたします。

平日：9時～12時、13時～17時
　▼お問い合わせ先（相談受付専用）
　　　お客様サポート部 貿易投資相談課　TEL：03-3582-5651／EPA相談窓口  TEL：03-3582-4943
　▼農林水産物・食品の輸出に関するお問い合わせはこちら
　　　農林水産物・食品輸出相談窓口　TEL：03-3582-5646

輸出入に関する手続きの流れや法規則について知りたい。

海外に会社を設立する際の手続きや法規則について知りたい。

無料 無料サービス

ジェトロ  貿易投資相談

貿易投資相談の様子

１．アドバイザーとの個別相談
海外ビジネスを検討する際に、さまざまな段階で発生する実務上の疑問点や貿易投資に関する各種
ご相談に対し、実務経験豊富なアドバイザーがメール、電話または面談にてお応えします。
以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。

２．ジェトロ・ビジネスデータベースコーナー
世界各国の企業情報や貿易統計を掲載したデータベースを、どなたでも無料でご利用いただけます
海外とのビジネスにあたっての事前調査などにご活用ください。

※各国内事務所の連絡先は、巻末に記載されています。

開館時間：平日13時～16時　開設場所：ジェトロ本部（東京）6階
印刷料金：有料（1枚50円）   お問い合わせ先：お客様サポート部 貿易投資相談課TEL：03-3582-5651
※事前予約制です。予約は電話にて承ります。
※各国内事務所でも、データベースの閲覧ができますので、最寄りの事務所にお問い合わせください。
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ジェトロの海外事務所で現地経済情報をご提供します

海外ブリーフィングサービス

SOLUTIONS

。

。

70ヵ所を超える海外事務所にて、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。
ご希望の場合は、最寄りのジェトロ事務所まで一度ご相談ください。

 

お申込み受付期間　ご訪問希望日の6 週間前から4 営業日前まで

個別の産業情報や商品市場動向など専門的な内容には対応できませんので、予めご了承ください。

ジェトロ   ブリーフィング

※代理によるお申し込みや、第三者への情報提供を目的としたお申し込みはお受けしておりません。
　実際にブリーフィングをお受けになる方からの直接のお申し込みをお願いします。
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ヒューストン

メキシコ

ボゴタ

サンティアゴ

サンパウロ

リマ

ロサンゼルス

サンフランシスコ
東京

ソウル
大連

北京

成都
ビエンチャン

青島
武漢

広州
ハノイ

ヤンゴン

コロンボ
チェンナイ

ベンガルール
ムンバイ

カラチ
ドバイ

リヤド

テヘラン

テルアビブ
カイロ

イスタンブール
ブカレスト

ブダペスト
ウィーン

ワルシャワ
サンクトペテルブルク

モスクワ

ナイロビ

マプト

アディスアベバラゴス

マドリード

ジュネーブ
パリ

ロンドン
ブリュッセル
アムステルダム
デュッセルドルフ
ベルリン

ミラノ
ラバト

プラハ

アビジャン
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オークランド

バンコク

上海

バンクーバー シカゴ

アーメダバード

対象事務所一覧 ※バンクーバー、カラカスにおいては英語対応のみとなります。

こ ん な 時 に お す す め

海外出張の際、現地の「一般経済事情」を聞きたい。

海外での商談前に「現地商習慣」を確認したい。

「現地法人設立」について手続きを知りたい。

「現地駐在員の生活環境」を聞きたい。

アクラ

ミュンヘン

ONLINEあり （対象者限定）

ブエノスアイレス

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
お客様サポート部　お客様サポ―ト課　海外活動支援班
TEL：03-3582-5319　FAX：03-3582-5662　E-mail：csa-navi@jetro.go.jp

無料 無料サービス

オンライン・ブリーフィング（対象者限定）
海外ブリーフィングサービスと同様の内容をオンラインで実施することが可能となりました。
＜対象＞ジェトロ・メンバーズ会員企業、ハンズオン支援企業、現地進出を検討している企業

会員 会員特典あり

オンラインサービスにつき、回数制限なし
（現地訪問によるサービスはどなたでも回数制限なしでご利用いただけます）

海外展開を、官民一体となってサポートします

１．コンシェルジュが最適な支援メニューをご案内します。
貴社にとって最適な支援メニューや支援機関を案内します。どんな小さな不安や疑問にも丁寧に対応
します。

３．個別課題を解決するスポット支援
貿易実務、越境ECを使ったオンラインビジネス、法務や税務・会計、基準認証、物流など海外展開で
欠かせないテーマについて専門家が随時支援します。
※こちらについては審査がございません。

海外への販路拡大・拠点設立を実現させたい。

きちんとした計画を立てて進めたい。

専門家と一緒に海外への一歩を踏み出したい。

新輸出大国コンソーシアム事業

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
新輸出大国コンソーシアム事務局　TEL : 03-3582-8333（平日9:00～12:00 13:00～17:00） ジェトロ  新輸出大国

「新輸出大国コンソーシアム」は、商工会議所、商工会、地方自治体、金融機関、ジェトロなどの支援
  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です。
  ジェトロは、同コンソーシアムの事務局機能を担っています。

２．海外展開フェーズに即したハンズオン支援
各国・地域事情、実務に精通した専門家が、継続的な企業訪問・商談同席・海外出張同行を通じて、
海外展開戦略策定段階から、事業計画策定、実行段階まで、企業様の状況に応じて一貫して支援します。
※支援にあたっては審査があります。

海外展開の計画立案から、
その実行・実現まで、専門家が
支援します

専門家による個別支援サービス

まずはご覧ください
https://www.jetro.go.jp/consortium/☞

無料 無料サービス
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ジェトロの海外事務所で現地経済情報をご提供します

海外ブリーフィングサービス

SOLUTIONS

。

。

70ヵ所を超える海外事務所にて、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。
ご希望の場合は、最寄りのジェトロ事務所まで一度ご相談ください。

 

お申込み受付期間　ご訪問希望日の6 週間前から4 営業日前まで

個別の産業情報や商品市場動向など専門的な内容には対応できませんので、予めご了承ください。

ジェトロ   ブリーフィング

※代理によるお申し込みや、第三者への情報提供を目的としたお申し込みはお受けしておりません。
　実際にブリーフィングをお受けになる方からの直接のお申し込みをお願いします。
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クアラルンプール
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バンコク

上海

バンクーバー シカゴ

アーメダバード

対象事務所一覧 ※バンクーバー、カラカスにおいては英語対応のみとなります。

こ ん な 時 に お す す め

海外出張の際、現地の「一般経済事情」を聞きたい。

海外での商談前に「現地商習慣」を確認したい。

「現地法人設立」について手続きを知りたい。

「現地駐在員の生活環境」を聞きたい。

アクラ

ミュンヘン

ONLINEあり （対象者限定）

ブエノスアイレス

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
お客様サポート部　お客様サポ―ト課　海外活動支援班
TEL：03-3582-5319　FAX：03-3582-5662　E-mail：csa-navi@jetro.go.jp

無料 無料サービス

オンライン・ブリーフィング（対象者限定）
海外ブリーフィングサービスと同様の内容をオンラインで実施することが可能となりました。
＜対象＞ジェトロ・メンバーズ会員企業、ハンズオン支援企業、現地進出を検討している企業

会員 会員特典あり

オンラインサービスにつき、回数制限なし
（現地訪問によるサービスはどなたでも回数制限なしでご利用いただけます）

海外展開を、官民一体となってサポートします

１．コンシェルジュが最適な支援メニューをご案内します。
貴社にとって最適な支援メニューや支援機関を案内します。どんな小さな不安や疑問にも丁寧に対応
します。

３．個別課題を解決するスポット支援
貿易実務、越境ECを使ったオンラインビジネス、法務や税務・会計、基準認証、物流など海外展開で
欠かせないテーマについて専門家が随時支援します。
※こちらについては審査がございません。

海外への販路拡大・拠点設立を実現させたい。

きちんとした計画を立てて進めたい。

専門家と一緒に海外への一歩を踏み出したい。

新輸出大国コンソーシアム事業

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
新輸出大国コンソーシアム事務局　TEL : 03-3582-8333（平日9:00～12:00 13:00～17:00） ジェトロ  新輸出大国

「新輸出大国コンソーシアム」は、商工会議所、商工会、地方自治体、金融機関、ジェトロなどの支援
  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です。
  ジェトロは、同コンソーシアムの事務局機能を担っています。

２．海外展開フェーズに即したハンズオン支援
各国・地域事情、実務に精通した専門家が、継続的な企業訪問・商談同席・海外出張同行を通じて、
海外展開戦略策定段階から、事業計画策定、実行段階まで、企業様の状況に応じて一貫して支援します。
※支援にあたっては審査があります。

海外展開の計画立案から、
その実行・実現まで、専門家が
支援します

専門家による個別支援サービス

まずはご覧ください
https://www.jetro.go.jp/consortium/☞

無料 無料サービス
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現地市場では、競合する製品がすでに販売されているか？

１．海外コーディネーター（農林水産・食品分野）
対象分野：農林水産・食品分野のみ　　対象企業：全企業
現地在住の農林水産・食品分野の専門家（海外コーディネーター）が、輸出（自社商品の輸出の可能性、競合品、現地のトレンドな
ど）のご相談に、現地の感覚・目線でお答えします。

コーディネーターによるブリーフィング

現地の最新トレンドや売れ筋商品を知りたい。

日本から輸出した場合、売れるだろうか？現地のニーズはあるのだろうか？

ジェトロ  コーディネーター

ジェトロ  アフリカビジネスデスク

３．アフリカビジネスデスク
対象業種：原則全業種　　対象企業：全企業
アフリカ対象国の現地コーディネーターが、日本企業の皆様のアフリカ市場開拓を準備段階から商談会後のフォローアップまで、
シームレスにお手伝いします。

コーディネーターによる輸出支援相談

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
農林水産・食品部　農林水産・食品市場開拓課　　　Email：aff-cdr@jetro.go.jp
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課　　E-mail：platform-bda@jetro.go.jp
ビジネス展開・人材支援部　新興国ビジネス開発課　E-mail：bdebiz@jetro.go.jp

無料 無料サービス限定 対象限定

企業リストアップ
市場調査結果等に基づき、現地の取引先
候補企業やパートナーのリストアップを
行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

商談アポイントメント取得・
支援機関専門家取次ぎ

商談アポイント取得や現地政府機関、法律・
会計事務所等のご紹介・取次ぎを行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

市場調査・相談
輸出に必要な市場調査、現地進出、

現地法人運営に係る法務・労務・
税務会計等の相談に回答します。

特定の現地ビジネスに関する相談対応
特定分野における市場・制度・
生活環境実態などの情報提供

パートナー候補リストアップ
アポイントメント取得

２．  中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
　　対象分野：特定分野なし　　対象企業：中小企業のみ（定義・要件は目次を参照）
　　  現地在住のプラットフォーム・コーディネーターが、地場企業や地元公的機関等とのネットワークを活かし、中小企業の皆様が抱える疑

　　　問・課題の解決に向けサポートします。

ONLINEあり

個別ブリーフィング
輸出に係るご相談を専門家から個別に

直接アドバイスを行います。

専門家等による情報提供
短時間でポイントをつかめる

海外マーケット情報を提供しています。
https://www.jetro.go.jp/agriportal/online/

農林水産・食品分野に特化した
市場調査

現地のトレンドや輸出の可能性を
レポート形式で回答します。

ONLINEあり

ONLINEあり

実践的で学びやすい、eラーニング研修教材を探している。

輸出入取引に必要な知識を体系的に身につけたい。

貿易実務シリーズ 速習！これだけは知っておきたいノウハウシリーズ

画面イメージ

画面イメージ付属テキスト

▼開講時期など詳しくはこちらをご覧ください

ジェトロ  講座

海外ビジネスに必要なノウハウを短時間で学習したい。

じっくり学ぶ！貿易実務シリーズ

30分で学べるはじめての輸出

速習！これだけは知っておきたい
　　　　　　　　ノウハウシリーズ貿易実務を計10~20時間で体系的に学ぶ
ポイントをおさえて約5~6時間で習得

貿易実務

基礎編

＊ジェトロメンバーズ割引、学生割引、団体割引、リピーター割引など
　各種割引がございます。

輸出・輸入の基本をしっか
り押さえる。

貿易実務

応用編
コスト削減やリスク回避など、
実践的な知識を身につける。

輸出のノウハウと、ジェトロの
支援サービスが学べます。
ご利用は無料です。

英文契約編

輸出商談編

英文契約書作成・見直しの
ポイントなどを学ぶ。

中国輸出
ビジネス編

中国輸出業務に特化した基礎
知識を体系的に身につける。

事前の準備や商談の進め方の
ポイントを学ぶ。

英文ビジネス
eメール編

定型表現や具体的な書き方を
商談プロセスに沿って一から学ぶ。受講料：22,000円（税込） 受講料：26,400円（税込）

受講料：30,800円（税込） 受講料：22,000円（税込）

受講料：7,150円（税込） 受講料：9,900円（税込）

▼動画もチェック！

※オンライン商談対応版

いつでも、どこでも、自分のペースで学習いただけます

貿易実務オンライン講座

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
お客様サポート部　お客様サポート課　e ラーニング事務局　
TEL：03-3582-5163　FAX：03-3582-0504　E-mail：ecollege@jetro.go.jp

無料 無料サービス ONLINE限定有料 有料サービス 会員 会員特典あり
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https://www.jetro.go.jp/agriportal/online/
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&ei=SELjYurMK4rR-Qb8hYuYAw&ved=0ahUKEwjqkKiRg535AhWKaN4KHfzCAjMQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAeEAg6BwgAEEcQsAM6BwgAEIAEEAQ6BggAEB4QBDoICAAQHhAPEAQ6CAgAEB4QCBAEOgoIABAeEA8QCBAESgQIQRgASgQIRhgAUMMFWOsSYNMVaAFwAXgAgAF-iAGyBpIBAzQuNJgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF&ei=d0LjYqTFPOrDmAWV9qnQCA&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIGCAAQHhAPOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAESgQIQRgASgQIRhgAUOMBWKsNYKIXaAFwAXgAgAGBAYgBkgaSAQM2LjKYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


現地市場では、競合する製品がすでに販売されているか？

１．海外コーディネーター（農林水産・食品分野）
対象分野：農林水産・食品分野のみ　　対象企業：全企業
現地在住の農林水産・食品分野の専門家（海外コーディネーター）が、輸出（自社商品の輸出の可能性、競合品、現地のトレンドな
ど）のご相談に、現地の感覚・目線でお答えします。

コーディネーターによるブリーフィング

現地の最新トレンドや売れ筋商品を知りたい。

日本から輸出した場合、売れるだろうか？現地のニーズはあるのだろうか？

ジェトロ  コーディネーター

ジェトロ  アフリカビジネスデスク

３．アフリカビジネスデスク
対象業種：原則全業種　　対象企業：全企業
アフリカ対象国の現地コーディネーターが、日本企業の皆様のアフリカ市場開拓を準備段階から商談会後のフォローアップまで、
シームレスにお手伝いします。

コーディネーターによる輸出支援相談

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
農林水産・食品部　農林水産・食品市場開拓課　　　Email：aff-cdr@jetro.go.jp
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課　　E-mail：platform-bda@jetro.go.jp
ビジネス展開・人材支援部　新興国ビジネス開発課　E-mail：bdebiz@jetro.go.jp

無料 無料サービス限定 対象限定

企業リストアップ
市場調査結果等に基づき、現地の取引先
候補企業やパートナーのリストアップを
行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

商談アポイントメント取得・
支援機関専門家取次ぎ

商談アポイント取得や現地政府機関、法律・
会計事務所等のご紹介・取次ぎを行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

市場調査・相談
輸出に必要な市場調査、現地進出、

現地法人運営に係る法務・労務・
税務会計等の相談に回答します。

特定の現地ビジネスに関する相談対応
特定分野における市場・制度・
生活環境実態などの情報提供

パートナー候補リストアップ
アポイントメント取得

２．  中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
　　対象分野：特定分野なし　　対象企業：中小企業のみ（定義・要件は目次を参照）
　　  現地在住のプラットフォーム・コーディネーターが、地場企業や地元公的機関等とのネットワークを活かし、中小企業の皆様が抱える疑

　　　問・課題の解決に向けサポートします。

ONLINEあり

個別ブリーフィング
輸出に係るご相談を専門家から個別に

直接アドバイスを行います。

専門家等による情報提供
短時間でポイントをつかめる

海外マーケット情報を提供しています。
https://www.jetro.go.jp/agriportal/online/

農林水産・食品分野に特化した
市場調査

現地のトレンドや輸出の可能性を
レポート形式で回答します。

ONLINEあり

ONLINEあり

実践的で学びやすい、eラーニング研修教材を探している。

輸出入取引に必要な知識を体系的に身につけたい。

貿易実務シリーズ 速習！これだけは知っておきたいノウハウシリーズ

画面イメージ

画面イメージ付属テキスト

▼開講時期など詳しくはこちらをご覧ください

ジェトロ  講座

海外ビジネスに必要なノウハウを短時間で学習したい。

じっくり学ぶ！貿易実務シリーズ

30分で学べるはじめての輸出

速習！これだけは知っておきたい
　　　　　　　　ノウハウシリーズ貿易実務を計10~20時間で体系的に学ぶ
ポイントをおさえて約5~6時間で習得

貿易実務

基礎編

＊ジェトロメンバーズ割引、学生割引、団体割引、リピーター割引など
　各種割引がございます。

輸出・輸入の基本をしっか
り押さえる。

貿易実務

応用編
コスト削減やリスク回避など、
実践的な知識を身につける。

輸出のノウハウと、ジェトロの
支援サービスが学べます。
ご利用は無料です。

英文契約編

輸出商談編

英文契約書作成・見直しの
ポイントなどを学ぶ。

中国輸出
ビジネス編

中国輸出業務に特化した基礎
知識を体系的に身につける。

事前の準備や商談の進め方の
ポイントを学ぶ。

英文ビジネス
eメール編

定型表現や具体的な書き方を
商談プロセスに沿って一から学ぶ。受講料：22,000円（税込） 受講料：26,400円（税込）

受講料：30,800円（税込） 受講料：22,000円（税込）

受講料：7,150円（税込） 受講料：9,900円（税込）

▼動画もチェック！

※オンライン商談対応版

いつでも、どこでも、自分のペースで学習いただけます

貿易実務オンライン講座

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
お客様サポート部　お客様サポート課　e ラーニング事務局　
TEL：03-3582-5163　FAX：03-3582-0504　E-mail：ecollege@jetro.go.jp

無料 無料サービス ONLINE限定有料 有料サービス 会員 会員特典あり
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https://www.youtube.com/watch?v=0ernuwPzOIk
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E8%AC%9B%E5%BA%A7&ei=iELjYoftOJeGxc8P676DoAg&ved=0ahUKEwiH0fevg535AhUXQ_EDHWvfAIQQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E8%AC%9B%E5%BA%A7&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOggIABAeEAgQBDoCCCY6CAgAEB4QCBANOgcIABCABBAEOggIABCxAxCDAUoECEEYAEoECEYYAFDRDVjWUGCWV2gBcAF4AIABjgGIAfgNkgEDOS44mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


e-Venue事務局では、英訳、e-Venueへの登録代行、ビジネス案件の推薦、取引仲介等は行っておりません。
ご利用にあたっては、JETRO e-Venue利用規約に同意頂くことが必要です。
ビジネス形態や、条約、国際協定、法令などに照らしてe-Venueに馴染まないと判断される場合はご利用をお断りすることがございます。

海外の仕入先・販路を開拓したい、生産・販売のパートナーを探したい。

海外との取引・法人設立等で、業務を支援してくれる法人を探したい。

世界160カ国以上・約2万人の登録ユーザーがe-Venueを利用中。
各国・地域の商品・サービスを比較・検討しながら、パートナーを探すことができます。
あなたのビジネス案件を世界に発信し、ビジネスチャンスを拡げることができます。
ユーザー登録すると興味のある商品・サービスやパートナー候補に、チャットで簡単に問い合わせができます。

〔ご留意事項〕

無料 無料サービス

ジェトロ  e-Venue

e-Venue

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
企画部　情報データ統括課
TEL：03-3582-5215　E-mail：e-venue@jetro.go.jp

※海外ビジネス案件を日本語と英語で閲覧できます。
※インターネット環境があればいつでもご利用いただけます（閲覧、登録無料）。

＊e-Venue登録ユーザーは海外企業の信用調査を優待料金でご利用いただけます。

※引き合い案件データベース（TTPP）は2021年12月で終了しました。
　引き合い案件の閲覧、検索、登録はe-Venueをご利用ください。

ONLINE限定

海
外
取
引
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を
開
拓
し
た
い
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+e-venue&ei=e2rjYpnyD-KzmAXG4KDoDw&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+e-v&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BAgAEB46AggmOggIABCxAxCDAToHCAAQgAQQBDoGCAAQHhAISgQIQRgASgQIRhgAUP8CWOMSYIsbaAFwAXgAgAG9AYgB2gSSAQMxLjSYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


e-Venue事務局では、英訳、e-Venueへの登録代行、ビジネス案件の推薦、取引仲介等は行っておりません。
ご利用にあたっては、JETRO e-Venue利用規約に同意頂くことが必要です。
ビジネス形態や、条約、国際協定、法令などに照らしてe-Venueに馴染まないと判断される場合はご利用をお断りすることがございます。

海外の仕入先・販路を開拓したい、生産・販売のパートナーを探したい。

海外との取引・法人設立等で、業務を支援してくれる法人を探したい。

世界160カ国以上・約2万人の登録ユーザーがe-Venueを利用中。
各国・地域の商品・サービスを比較・検討しながら、パートナーを探すことができます。
あなたのビジネス案件を世界に発信し、ビジネスチャンスを拡げることができます。
ユーザー登録すると興味のある商品・サービスやパートナー候補に、チャットで簡単に問い合わせができます。

〔ご留意事項〕

無料 無料サービス

ジェトロ  e-Venue

e-Venue

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
企画部　情報データ統括課
TEL：03-3582-5215　E-mail：e-venue@jetro.go.jp

※海外ビジネス案件を日本語と英語で閲覧できます。
※インターネット環境があればいつでもご利用いただけます（閲覧、登録無料）。

＊e-Venue登録ユーザーは海外企業の信用調査を優待料金でご利用いただけます。

※引き合い案件データベース（TTPP）は2021年12月で終了しました。
　引き合い案件の閲覧、検索、登録はe-Venueをご利用ください。

ONLINE限定

海外ミニ調査サービス

マレーシアの大豆ミート製造業者リストが欲しい。

ロシアの家庭用ガスストーブの店頭小売価格が知りたい。

タイのペット用フードの輸入規制を入手したい。

米国のバイオマス燃料の生産統計を入手したい。

１．  企業リストアップ
　　輸出入や販売代理店、製造委託等のパートナー候補となりうる現地企業
　　をリストアップします。

２．  現地法令等検索
　　ご指定の法律や政令等の原文を検索します。

３．  統計資料検索
　　公的機関等が公表している輸出入や生産統計などを検索します（翻訳はいたしません）。

４．  店頭小売価格調査
　　現地のスーパーマーケット等の小売店で販売されている商品の価格を調べます。

ジェトロ  ミニ調査

会員特典
■年間４ユニットまで無料
１ユニット＝11,000円（税込み）、44,000円相当が無料
■ユニット単価20%割引

70カ所を超えるジェトロ海外事務所ネットワークを活用してお調べします。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
お客様サポート部　お客様サポ―ト課　海外活動支援班
TEL：03-3582-5319　FAX：03-3582-5662　E-mail：csa-navi@jetro.go.jp

お客様の代わりに調べます

企業
リスト
アップ

店頭
小売価格

調査

現地
法令等

検索

統計
資料
検索

有料 有料サービス 会員 会員特典あり
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%83%9F%E3%83%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB&ei=qWrjYomnFb-Wr7wPqKubwAg&ved=0ahUKEwjJn5rSqZ35AhU_y4sBHajVBogQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%83%9F%E3%83%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgkIABCABBAEECU6BwgAEIAEEBc6BggAEB4QBDoICAAQHhAFEAQ6BAgAEB46BggAEB4QBToGCAAQHhAHOggIABAeEA8QBzoECAAQDUoECEEYAEoECEYYAFDtC1i7WGDRXGgEcAF4AIABfIgB1BCSAQQxNy41mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


１．  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・展示会情報を入手（無料）
　　業種や開催地ごとに見本市・展示会情報を検索できるほか、世界の見本市・展示会場、見本市・展示会
　　レポート、 月間ランキングなど、さまざまな見本市・展示会関連トピックスを無料でご提供しています。
　　  ＊147カ国・地域10,000 件以上の検索が可能です。
　　  ＊見本市主催者の皆様の、見本市情報の登録・公開ができます。
　　  ＊最新見本市情報をメールマガジンでお届けします。

２．  ジャパン・パビリオンへの出展支援（有料）
　　ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会のジャパン・パビリオンへのご出展をサポートします（出展
　　企業・団体を公募）。
　　  ＊主催者への出展申し込みなどの手続きはジェトロが実施します。
　　  ＊各種サービスをパッケージで提供するため、単独出展に比べ出展費用が割安です。
　　  ＊日本企業がグループで出展するため、広報効果・集客効果が期待できます。
　　  ＊一部出展経費をジェトロが補助します（見本市・展示会により補助対象・補助率が異なります）

ジェトロ  出展支援  予定

j-messe

３．  オンラインで開催される海外見本市・展示会への出展支援
　   日本にいながら国際的な見本市にご参加いただくことが可能です。

Arab Health 2020 ジャパン・パビリオン企業ブースSIAL Paris 2018 ジャパン・パビリオン

海外見本市・展示会

世界各国の見本市・展示会に出展して、ビジネスを拡大したい。

海外見本市・展示会関連情報やトレンドを調べて、出展・訪問したい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
市場開拓・展示事業課　TEL：03-3582-5541　E-mail：j-messe@jetro.go.jp

お問い合わせ先：上記ウェブサイトをご参照のうえ、各担当部署にお問い合わせください。

農林水産物・食品、機械・部品、環境、デザイン製品・日用品、ファッション（繊維）、
コンテンツ（映像、ゲーム、アニメ、音楽など）、ヘルスケア（医療機器など）

無料 無料サービス 有料 有料サービス 会員 会員特典あり

ONLINE限定

ONLINE限定

海
外
取
引
先
を
開
拓
し
た
い

13 14

https://www.google.co.jp/search?q=j-messe&ei=zWrjYq3rB4WHmAWltpawCg&ved=0ahUKEwjthaLjqZ35AhWFA6YKHSWbBaYQ4dUDCA4&uact=5&oq=j-messe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQHhAPMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMggIABAeEAgQBDoECAAQQzoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CggAEIAEELEDEAQ6FAgAEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOgcIABCABBAEOgYIABAeEApKBAhBGABKBAhGGABQAFieFmCsHGgBcAF4AIABhAKIAZ0HkgEFNS4yLjGYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E5%87%BA%E5%B1%95%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%80%E4%BA%88%E5%AE%9A&ei=zWrjYq3rB4WHmAWltpawCg&ved=0ahUKEwjthaLjqZ35AhWFA6YKHSWbBaYQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E5%87%BA%E5%B1%95%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%80%E4%BA%88%E5%AE%9A&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB46BwgAEEcQsAM6BAgAEEM6BQgAEIAEOgcIABCABBAEOggIABAeEA8QBDoGCAAQHhAEOggIABAeEAgQBDoGCAAQHhAIOgYIABAeEBdKBAhBGABKBAhGGABQ1ARYwx1gxB9oAXABeACAAYgBiAGEEZIBBDE1LjeYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


１．  オンライン展示会への出展およびバイヤーへのプロモーションを最大１年間支援します。
　　製品ページ作成サポートをはじめ、バイヤーに製品の魅力を訴求できるよう、日本ページの設置、リスティ
　　ング広告等を実施します。単独出展に比べて出展効果も高く費用も廉価です。出展後はページ改善や商談
　　に関するジェトロへの相談も可能です。

２．  海外バイヤーの月間アクセス等のデータを活用できます。
　　データを活用してターゲット国・地域の選定、自社製品の販売戦略策定等が可能です。

ジェトロ　JAPAN LINKAGE

３．  海外ビジネスに活用できるデジタルスキルを学べます。
　   参加企業限定のオンラインセミナー等を通じて、海外販路拡大に向けたデジタルツール活用法を紹介します。

通年型オンライン展示会への出展支援 (JAPAN LINKAGE)

世界各地のバイヤーに売り込みたい。

リアルの展示会だけでなく、オンライン展示会にも参加したい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
デジタルマーケティング部　プラットフォームビジネス課
E-mail：DNB@jetro.go.jp

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

海外販路拡大に使えるデジタルツールを学びたい。

世界中のバイヤーと「いつでも・どこでも」つながれます

オンライン展示会に関するお知らせを
ご希望される方はこちらからご登録ください

ONLINE限定

海
外
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https://www.jetro.go.jp/forms5/pub/dnb/bbmail
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+LINKAGE&ei=fWvjYuSaM4WWr7wP_qW96Aw&ved=0ahUKEwikzcO3qp35AhUFy4sBHf5SD80Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+LINKAGE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABCABBAEOgQIABANOggIABAeEA0QBDoGCAAQHhANOgYIABAeEAdKBAhBGABKBAhGGABQAFizkwFgnpUBaAVwAXgAgAHzAYgB6A-SAQU5LjkuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz


１．  商品をJapan Streetサイトに掲載し、日本語と英語で世界中のバイヤーに紹介します
　•登録商品数は無制限で、いつでも商品の登録・追加が可能。掲載時期も長く、お好きなタイミングで参加い
　　ただけます。
　•食品・日用品・機械・コンテンツなど幅広い分野の商品を登録いただけます。（※サービス分野は
   対象外です）
　•ウェブサイトなのでバイヤーは日英以外の言語に変換して24時間365日閲覧できます。動画や画像、
　　SNSも掲載可能で、多面的に商品の魅力をPRできます。
　•ジェトロの海外事務所より、日本の商品を求める各国・地域様々な産業分野のバイヤーへ利用案内を行い
　　ます。

ジェトロ　Japan Street

３．  ジェトロ他事業との連携

•バイヤーとの商談や取引に不安がある場合にはジェトロがサポートします。
•バイヤーから商談やお見積りに関する第一報はジェトロが仲介するため、スパムメールなどが直接届き悩
　まされる心配もありません。

•Japan Mall事業やTAKUMI NEXT事業、常時オンライン商談マッチング事業（食品分野）をはじめとする
　ジェトロの他事業と連携しているため、一度の登録で効率的に複数事業にご参加いただけます。

２．  バイヤーから引き合いがあった場合には、ジェトロが仲介し、商談をサポートします

JAPAN STREET

商品の動画や画像を通して、商品の魅力を伝えたい。

日本にいながら手軽に、じっくり、低コストで
海外へのチャレンジを始めたい。

お問い合わせ先：募集ページからのお問い合わせ、
または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。

商品登録

事業参加企業

見積/商談依頼見積/商談対応

商品閲覧

招待バイヤー

ジェトロが招待した意欲的なバイヤーに商品を紹介したい。

ジェトロ招待バイヤー専用カタログサイトで貴社商品を全世界のバイヤーへ

無料 無料サービス

ONLINE限定
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https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+Japan+Street&ei=xmzjYp3jFuKxmAX-x7C4CA&ved=0ahUKEwid3pfUq535AhXiGKYKHf4jDIcQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+Japan+Street&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgQIABBDOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6BggAEB4QCDoICAAQHhAEEAo6AggmOgUIIRCgAUoECEEYAEoECEYYAFCbCVibMmCtOmgFcAF4AIABpgGIAZkKkgEDOS40mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


１．  商品をJapan Streetサイトに掲載し、日本語と英語で世界中のバイヤーに紹介します
　•登録商品数は無制限で、いつでも商品の登録・追加が可能。掲載時期も長く、お好きなタイミングで参加い
　　ただけます。
　•食品・日用品・機械・コンテンツなど幅広い分野の商品を登録いただけます。（※サービス分野は
   対象外です）
　•ウェブサイトなのでバイヤーは日英以外の言語に変換して24時間365日閲覧できます。動画や画像、
　　SNSも掲載可能で、多面的に商品の魅力をPRできます。
　•ジェトロの海外事務所より、日本の商品を求める各国・地域様々な産業分野のバイヤーへ利用案内を行い
　　ます。

ジェトロ　Japan Street

３．  ジェトロ他事業との連携

•バイヤーとの商談や取引に不安がある場合にはジェトロがサポートします。
•バイヤーから商談やお見積りに関する第一報はジェトロが仲介するため、スパムメールなどが直接届き悩
　まされる心配もありません。

•Japan Mall事業やTAKUMI NEXT事業、常時オンライン商談マッチング事業（食品分野）をはじめとする
　ジェトロの他事業と連携しているため、一度の登録で効率的に複数事業にご参加いただけます。

２．  バイヤーから引き合いがあった場合には、ジェトロが仲介し、商談をサポートします

JAPAN STREET

商品の動画や画像を通して、商品の魅力を伝えたい。

日本にいながら手軽に、じっくり、低コストで
海外へのチャレンジを始めたい。

お問い合わせ先：募集ページからのお問い合わせ、
または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。

商品登録

事業参加企業

見積/商談依頼見積/商談対応

商品閲覧

招待バイヤー

ジェトロが招待した意欲的なバイヤーに商品を紹介したい。

ジェトロ招待バイヤー専用カタログサイトで貴社商品を全世界のバイヤーへ

無料 無料サービス

ONLINE限定

海外バイヤー招へい・商談会

１．  海外市場の開拓につながる商談会を開催します。
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の皆様とのマッチ
ングのための個別商談会を開催します。一度の機会で複数のバイヤーと対面でのテストマーケティン
グや市場ニーズの確認など、海外ビジネスの初めの一歩としてご活用いただけます。

２．  商談の成功に向けて、ジェトロが貴社をサポートします。
参加費は無料で、通訳はジェトロが手配します。低コストで海外へチャレンジすることができます。
開催にあたっては、商談の事前準備も個別相談などでジェトロがサポートします。また、バイヤーと日本
企業の双方のニーズを合致させられるよう、事前マッチングに努めます。

海外バイヤーとの商談

招聘者による企業訪問

キッチン・テーブルウェア輸出商談会

日本にいながら、海外への販路拡大を実現したい。

海外バイヤーと商談したいが、海外見本市への出展はハードルが高い。

農林水産物・食品、環境、デザイン製品・日用品、ファッション（繊維）、
コンテンツ（映像、ゲーム、アニメ、音楽など）、ヘルスケア（医療機器など）

ジェトロ  イベント情報  展示商談

３．  オンライン商談会のサポートも行っています。
物理的な移動を伴わないため、より効率的に商談を実施いただけます。
オフィスにいながら海外バイヤーとの商談が可能です。

４．  国内の輸出商社との商談会も開催しています。（農林水産物・食品分野）
農林水産物・食品分野では、農林水産物・食品の輸出を行う国内商社との商談会も開催します。日本
語で商談をすることができ、貿易手続きに不慣れな企業の方も、商社を通じて、間接輸出で海外販路
開拓を目指すことができます。

お問い合わせ先：右記ウェブサイトをご参照のうえ、
各担当部署または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。

無料 無料サービス

ONLINEあり

ONLINE限定

ONLINEあり
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1+%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%95%86%E8%AB%87&ei=0mzjYrWxLNWAmAWj1bPQBQ&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgQIABBDOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAEOgoIABAeEA8QCBAEOgoIABAeEA8QBRAEOgQIABAeOgYIABAeEA86CAgAEB4QDxAIOggIABAeEA8QBToECAAQDUoECEEYAEoECEYYAFDSBFj6ImCoLWgCcAF4AIABcIgBwwySAQQxMy40mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


貴社商品のECサイト等を通じた海外販路拡大を支援します

海外におけるEC販売プロジェクト（JAPAN MALL事業）

２．商談がまとまった商品の輸出をサポートします。
EC事業者や指定商社と連携し、必要な情報提供を行うなど、輸出時のサポートをします。原則、日本国内

での全量買い取りのため、言語対応・為替リスクが低く、輸出未経験の企業でも取り組みやすいビジネス

モデルです。

様々なECサイトを通じ、自社商品を販売してみたい。

これまで輸出実績がない国に販路を拡大したい。

自社商品が、海外消費者（EC利用者）に受け入れられるのかテストしたい。

１．海外EC事業者等との商談を仲介します。
応募いただいた商品情報を、ジェトロが複数の海外EC事業者等に紹介します。バイヤーからお引き合い

のあった商品はジェトロが仲介し、商談会（オンライン・リアル）の実施をサポートします

３．商品販売時のプロモーションを支援します。
商品販売時には、海外ECサイト上で効果的なプロモーションを実施します。ECサイト内の特設ページの

設置、リスティング広告・SEO対策、ライブコマースの実施のほか、一部オフラインプロモーションで販促

を行います。販売データのフィードバックも行うため、データ分析を通じ、商品開発・販売戦略構築につ

なげられるという、ECならではの強みがあります。

無料 無料サービス

ONLINE限定

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
デジタルマーケティング部　ECビジネス課
E-mail：DNE＠jetro.go.jp ジェトロ  JAPAN MALL事業

【JETROの役割】
①日本国内での調達支援
②商流の構築支援
③販売時のプロモーション支援

事業スキーム

中堅・中小
メーカー生産者

海外ECサイトの
指定商社等
（日本）

海外ECサイト 海外消費者

販売販売

支払(￥) 支払(＄)
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+MALL%E4%BA%8B%E6%A5%AD&ei=9WzjYvm8OceF-AbooYfQBA&ved=0ahUKEwi5i-_qq535AhXHAt4KHejQAUoQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+MALL%E4%BA%8B%E6%A5%AD&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgUIABCABDoCCCY6BAgAEA06BQghEKABOggIABAeEA8QBzoGCAAQHhAHOgQIABAeOgQIIRAVSgQIQRgASgQIRhgAULMFWIWnAWDGqQFoCnABeACAAbIBiAGgHZIBBTIyLjE1mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz


米国向け越境EC支援プログラム 「JAPAN STORE」

自らの力で米国向け越境ECにチャレンジしたい。

米国で自社の商品がどれほど売れるのか知りたい。

オンライン広告の運用ノウハウを習得したい。

ジェトロ  JAPAN STORE

会員特典 割引あり

ジェトロとAmazonの協業で、アジアで初の国別特集ページを設置

※JAPAN STOREの本トップページ画像は今後変更となる可能性がございます。

１．日本商品の特集ページJAPAN STOREでの販売機会
　　Amazon.com（米国）及びAmazonビジネスに日本商品の特集ページJAPAN STOREを設置し、商品を販売
　　します。Amazon.com（米国）のトップページでJAPAN STOREのバナーを掲出するほか、Amazon会員向け
　　メールマガジン等を通して広く商品を訴求します。

２．出品に関する安心のサポート体制
　　Amazonの担当者が日本語でサポートするほか、販売コンサルティングを行うため、安心して米国での
　　販売をスタートいただけます。

３．自社での広告運用・販売データの活用が可能
　　販売商品の露出を高めるためのスポンサープロダクト広告のご利用料金の一部を補助するプレミアムプラ
　　ンでは、オンライン広告を運用するノウハウを習得することが可能です。
　　プロモーションを通して得られた販売データを活用して、今後の販売戦略策定に繋げていただけます。

ONLINE限定

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
デジタルマーケティング部　ECビジネス課
TEL：03-3582-5227　E-mail：DNE-us@jetro.go.jp

有料 有料サービス 会員 会員特典あり無料 無料サービス

無料プラン、有料プランがあります。募集時期が異なるためウェブサイトにてご確認ください。
https://www.jetro.go.jp/services/amazon_japan_store.html

貴社商品のECサイト等を通じた海外販路拡大を支援します

海外におけるEC販売プロジェクト（JAPAN MALL事業）

２．商談がまとまった商品の輸出をサポートします。
EC事業者や指定商社と連携し、必要な情報提供を行うなど、輸出時のサポートをします。原則、日本国内

での全量買い取りのため、言語対応・為替リスクが低く、輸出未経験の企業でも取り組みやすいビジネス

モデルです。

様々なECサイトを通じ、自社商品を販売してみたい。

これまで輸出実績がない国に販路を拡大したい。

自社商品が、海外消費者（EC利用者）に受け入れられるのかテストしたい。

１．海外EC事業者等との商談を仲介します。
応募いただいた商品情報を、ジェトロが複数の海外EC事業者等に紹介します。バイヤーからお引き合い

のあった商品はジェトロが仲介し、商談会（オンライン・リアル）の実施をサポートします

３．商品販売時のプロモーションを支援します。
商品販売時には、海外ECサイト上で効果的なプロモーションを実施します。ECサイト内の特設ページの

設置、リスティング広告・SEO対策、ライブコマースの実施のほか、一部オフラインプロモーションで販促

を行います。販売データのフィードバックも行うため、データ分析を通じ、商品開発・販売戦略構築につ

なげられるという、ECならではの強みがあります。

無料 無料サービス

ONLINE限定

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
デジタルマーケティング部　ECビジネス課
E-mail：DNE＠jetro.go.jp ジェトロ  JAPAN MALL事業

【JETROの役割】
①日本国内での調達支援
②商流の構築支援
③販売時のプロモーション支援

事業スキーム

中堅・中小
メーカー生産者

海外ECサイトの
指定商社等
（日本）

海外ECサイト 海外消費者

販売販売

支払(￥) 支払(＄)

海
外
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先
を
開
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し
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https://www.jetro.go.jp/services/amazon_japan_store.html
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+STORE&ei=JW3jYtLLFcO8hwO7hYTYBw&ved=0ahUKEwiS8ryBrJ35AhVD3mEKHbsCAXsQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+JAPAN+STORE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgQIABBDOgYIABAeEAQ6BggAEB4QCDoICAAQHhAEEAo6AggmSgQIQRgASgQIRhgAUJ0DWMkNYIwQaAFwAXgAgAGrAYgBiAWSAQMzLjOYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


ECサイト等を通じて日本の工芸品・伝統産品等の海外販路拡大を支援します

２．海外EC事業者とのオンライン商談の機会を提供します。
海外EC事業者とのビジネスマッチングを通じ、日本の工芸品・生活用品等に対する評価が高く、広く受け
入れられている国・地域への販路開拓にチャレンジできます。

海外展開のための商品の魅せ方を知りたい。

これまで輸出実績がない国に販路を拡大したい。

日本の工芸品・伝統産品等の魅力を海外に発信していきたい。

１．有識者によるアドバイスを提供します。
商談会に向けた準備として、プロジェクト・サポートメンバーによるバイヤー情報や海外展開に向けたア
ドバイス等を提供します。

３．商品のプロモーションを支援します。
海外小売店でのポップアップストア等を通じ、自社の製品をECや店舗で販売・PRすることができます。
また、本プロジェクトの公式アカウントにて情報発信を行います。

無料 無料サービス

TAKUMI NEXT（海外需要開拓プログラム）

海外における日本の工芸品市場の情報が欲しい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
デジタルマーケティング部　デジタルマーケティング課
E-mail：DNA-project＠jetro.go.jp ジェトロ  TAKUMI NEXT

商品の制作工程紹介や、有識者およびバイヤーによる
国内事業者向けセミナー、対談動画等を投稿しています。

YouTube

https://www.youtube.com/c/ESSENCEOFJAPANMasteryCollection

商品画像や職人の想い、
ストーリーを投稿しています。

https://www.instagram.com/essence_of_japan_mc/

Instagram

ONLINE限定

ONLINE限定
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https://www.youtube.com/c/ESSENCEOFJAPANMasteryCollection
https://www.instagram.com/essence_of_japan_mc
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+TAKUMI+NEXT&ei=n23jYsfAAoaKmAXuurzIBQ&ved=0ahUKEwiHjMC7rJ35AhUGBaYKHW4dD1kQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+TAKUMI+NEXT&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABCABBAEOgQIABBDOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAEOggIABAeEAgQBEoECEEYAEoECEYYAFAAWLYnYK4raAJwAXgAgAGAAYgBowySAQQ1LjEwmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz


ECサイト等を通じて日本の工芸品・伝統産品等の海外販路拡大を支援します

２．海外EC事業者とのオンライン商談の機会を提供します。
海外EC事業者とのビジネスマッチングを通じ、日本の工芸品・生活用品等に対する評価が高く、広く受け
入れられている国・地域への販路開拓にチャレンジできます。

海外展開のための商品の魅せ方を知りたい。

これまで輸出実績がない国に販路を拡大したい。

日本の工芸品・伝統産品等の魅力を海外に発信していきたい。

１．有識者によるアドバイスを提供します。
商談会に向けた準備として、プロジェクト・サポートメンバーによるバイヤー情報や海外展開に向けたア
ドバイス等を提供します。

３．商品のプロモーションを支援します。
海外小売店でのポップアップストア等を通じ、自社の製品をECや店舗で販売・PRすることができます。
また、本プロジェクトの公式アカウントにて情報発信を行います。

無料 無料サービス

TAKUMI NEXT（海外需要開拓プログラム）

海外における日本の工芸品市場の情報が欲しい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
デジタルマーケティング部　デジタルマーケティング課
E-mail：DNA-project＠jetro.go.jp ジェトロ  TAKUMI NEXT

商品の制作工程紹介や、有識者およびバイヤーによる
国内事業者向けセミナー、対談動画等を投稿しています。

YouTube

https://www.youtube.com/c/ESSENCEOFJAPANMasteryCollection

商品画像や職人の想い、
ストーリーを投稿しています。

https://www.instagram.com/essence_of_japan_mc/

Instagram

ONLINE限定

ONLINE限定

輸出プロモーターによる支援サービス（農林水産・食品分野）

お問い合わせ先:以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
農林水産・食品部 農林水産・食品市場開拓課
TEL：03-3582-5649

農林水産・食品分野

専門家が、お客様の製品や会社の状況にあわせて、輸出戦略の策定、マーケット・バイヤー情報の収集から
海外見本市への随行、商談への立会い、契約締結までお手伝いします。

ジェトロ  輸出プロモーター

製品には自信があるが、輸出の経験がない。

海外への販路拡大を実現させたい。

海外見本市に出てみたけれど後が続かない。

アドバイスは無料
＊海外への売り込みのための商品パンフレット作成費用、ご自身の渡航費等はお客様負担となります。
●利用対象：日本国内で生産・加工された農林水産物・食品の輸出に取り組む事業者
●利用方法：本サービスはジェトロで審査のうえ、ご利用いただいております。
　　　　　　ご希望のお客様は以下のお問い合わせ先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)限定 対象限定 ONLINEあり
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E8%BC%B8%E5%87%BA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&ei=BW7jYpHxF6OPr7wP4oq28A4&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E8%BC%B8%E5%87%BA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCAAQgAQ6BwgAEIAEEAQ6BggAEB4QBEoECEEYAEoECEYYAFAAWJQgYLIuaABwAXgAgAF2iAHTDJIBBDEzLjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz


ジェトロ  海外投資アドバイザー

ジェトロ  プラットフォーム

ジェトロ  アフリカビジネスデスク

海外における支援サービス

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課
　　　　　　　　　　　　　新興国ビジネス開発課（アフリカビジネスデスク）
E-mail：BDA@jetro.go.jp（海外投資アドバイザー）
　　　   platform-bda@jetro.go.jp（中小企業海外展開現地支援プラットフォーム）
　　　   bdebiz@jetro.go.jp（アフリカビジネスデスク）

進出日系企業の駐在員を対象とした勉強会の様子投資相談の様子

１．  海外投資アドバイザー
　　日系企業のビジネス展開を支援するため、実務経験豊富な「海外投資アドバイザー」をアジア主要国の海外事務所に配置しています。

　　　投資・貿易に関する現地制度やビジネス環境情報の提供、また進出に関する諸手続きを中心にきめ細かいアドバイスを行い、在外日系
　　　企業をサポートします。

海外に進出を検討しており、現地調査時に参考となる具体的な情報がほしい。

海外進出後、雇用や税務、法務に関わる問題が発生した。

今後の円滑な事業展開のために他国・他地域の情報がほしい。

無料 無料サービス限定 対象限定

２．  中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
　　対象分野：特定分野なし　　対象企業：中小企業のみ（定義・要件は目次を参照）
　　  現地在住のプラットフォーム・コーディネーターが、地場企業が地元公的機関等とのネットワークを活かし、中小企業の皆様が抱える疑

　　　問・課題の解決に向けサポートします。

３．アフリカビジネスデスク
対象業種：原則全業種　　対象企業：全企業
アフリカ対象国の現地コーディネーターが、日本企業の皆様のアフリカ市場開拓を準備段階から商談会後のフォローアップまで、
シームレスにお手伝いします。

企業リストアップ
市場調査結果等に基づき、現地の取
引先候補企業やパートナーのリストア
ップを行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

商談アポイントメント取得・
支援機関専門家取次ぎ

商談アポイント取得や現地政府機関、
法律・会計事務所等のご紹介・取次ぎ
を行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

市場調査・相談
輸出に必要な市場調査、現地進出、
現地法人運営に係る法務・労務・税務
会計等の相談に回答します。

特定の現地ビジネスに関する相談対応
特定分野における市場・制度・
生活環境実態などの情報提供

パートナー候補リストアップ
アポイントメント取得

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ビジネス・サポートセンター

インド（アーメダバード）
ミャンマー（ヤンゴン）

大企業 69,200 円　中小企業 22,000 円／ 2 カ月（延長利用は最大3回まで）
大企業 80,200 円　中小企業 33,000 円／ 70 日（延長利用は最大2回まで）

※ 通信費、印刷費は実費
※ お申し込みから入居承認通知まで 、通常4週間程度かかります。

オフィススペース アドバイザーによる投資相談

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

ジェトロ  ビジネスサポートセンター

限定 対象限定

申請・お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課
TEL：03-3582-5017　E-mail：oba-bsc@jetro.go.jp

ビジネス・サポートセンター（BSC）は、インド・ミャンマーでのビジネス立ち上げに必要な投資制度情報・
ノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を兼ね備えた施設です。
対象国・地域への投資、技術提携を検討する日本企業の皆様に短期のオフィススペースとアドバイザーによる
コンサルティングサービスの提供を通した総合的なサポートを行い、ビジネス立ち上げ時のコストとリスクを
軽減します。

海外進出準備のために短期の活動拠点がほしい。

現地法人設立手続や税務・会計等の実務的な相談をしたい。

現地スタッフをどのように採用すればよいかわからない。

インド、ミャンマー

海
外
進
出
し
た
い
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https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC&ei=cG7jYo63NcyDmAWjqLawAw&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%8A%95%E8%B3%87&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIFCAAQgAQyBAgAEB46BwgAEEcQsAM6CQgAEIAEEAQQJToHCAAQgAQQFzoGCAAQHhAEOggIABAeEAgQBEoECEEYAEoECEYYAFCiAljnCGCFFGgBcAF4AIABaYgBxgSSAQM1LjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0&ei=d27jYvnGDu2Vr7wP0aulsAI&ved=0ahUKEwi53suirZ35AhXtyosBHdFVCSYQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgYIABAeEA8yBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEB4QDzIECAAQHjIGCAAQHhAPOgcIABBHELADOgQIABBDOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAESgQIQRgASgQIRhgAUP4DWIYxYJM0aAFwAXgAgAGtAYgBiAmSAQM2LjWYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF&ei=p27jYrC3LIOemAXe3oHgBg&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYAjIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIGCAAQHhAPOgcIABBHELADOgcIABCABBAEOgYIABAeEAQ6CAgAEB4QDxAESgQIQRgASgQIRhgAUNEBWP4NYMwcaAFwAXgAgAFsiAHwBZIBAzYuMpgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz


ジェトロ  海外投資アドバイザー

ジェトロ  プラットフォーム

ジェトロ  アフリカビジネスデスク

海外における支援サービス

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課
　　　　　　　　　　　　　新興国ビジネス開発課（アフリカビジネスデスク）
E-mail：BDA@jetro.go.jp（海外投資アドバイザー）
　　　   platform-bda@jetro.go.jp（中小企業海外展開現地支援プラットフォーム）
　　　   bdebiz@jetro.go.jp（アフリカビジネスデスク）

進出日系企業の駐在員を対象とした勉強会の様子投資相談の様子

１．  海外投資アドバイザー
　　日系企業のビジネス展開を支援するため、実務経験豊富な「海外投資アドバイザー」をアジア主要国の海外事務所に配置しています。

　　　投資・貿易に関する現地制度やビジネス環境情報の提供、また進出に関する諸手続きを中心にきめ細かいアドバイスを行い、在外日系
　　　企業をサポートします。

海外に進出を検討しており、現地調査時に参考となる具体的な情報がほしい。

海外進出後、雇用や税務、法務に関わる問題が発生した。

今後の円滑な事業展開のために他国・他地域の情報がほしい。

無料 無料サービス限定 対象限定

２．  中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
　　対象分野：特定分野なし　　対象企業：中小企業のみ（定義・要件は目次を参照）
　　  現地在住のプラットフォーム・コーディネーターが、地場企業が地元公的機関等とのネットワークを活かし、中小企業の皆様が抱える疑

　　　問・課題の解決に向けサポートします。

３．アフリカビジネスデスク
対象業種：原則全業種　　対象企業：全企業
アフリカ対象国の現地コーディネーターが、日本企業の皆様のアフリカ市場開拓を準備段階から商談会後のフォローアップまで、
シームレスにお手伝いします。

企業リストアップ
市場調査結果等に基づき、現地の取
引先候補企業やパートナーのリストア
ップを行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

商談アポイントメント取得・
支援機関専門家取次ぎ

商談アポイント取得や現地政府機関、
法律・会計事務所等のご紹介・取次ぎ
を行います。

※1. 希望国・地域での市場調査がお済みの企業向け
※2. 中小企業海外展開現地支援プラットフォームのみ

市場調査・相談
輸出に必要な市場調査、現地進出、
現地法人運営に係る法務・労務・税務
会計等の相談に回答します。

特定の現地ビジネスに関する相談対応
特定分野における市場・制度・
生活環境実態などの情報提供

パートナー候補リストアップ
アポイントメント取得

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ビジネス・サポートセンター

インド（アーメダバード）
ミャンマー（ヤンゴン）

大企業 69,200 円　中小企業 22,000 円／ 2 カ月（延長利用は最大3回まで）
大企業 80,200 円　中小企業 33,000 円／ 70 日（延長利用は最大2回まで）

※ 通信費、印刷費は実費
※ お申し込みから入居承認通知まで 、通常4週間程度かかります。

オフィススペース アドバイザーによる投資相談

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

ジェトロ  ビジネスサポートセンター

限定 対象限定

申請・お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
ビジネス展開・人材支援部　ビジネス展開支援課
TEL：03-3582-5017　E-mail：oba-bsc@jetro.go.jp

ビジネス・サポートセンター（BSC）は、インド・ミャンマーでのビジネス立ち上げに必要な投資制度情報・
ノウハウ（ソフト）とオフィス機能（ハード）を兼ね備えた施設です。
対象国・地域への投資、技術提携を検討する日本企業の皆様に短期のオフィススペースとアドバイザーによる
コンサルティングサービスの提供を通した総合的なサポートを行い、ビジネス立ち上げ時のコストとリスクを
軽減します。

海外進出準備のために短期の活動拠点がほしい。

現地法人設立手続や税務・会計等の実務的な相談をしたい。

現地スタッフをどのように採用すればよいかわからない。

インド、ミャンマー
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公募の際に個別にご案内します。

ジェトロ  ミッション派遣

キューバ・ビジネス環境視察ミッション　ビジネスマッチング UAE 投資環境視察ミッション
アブダビ商工会議所訪問

ブラジル自動車部品ミッション・商談会
日系アセンブラー企業・工場訪問

ミッション派遣

海外展開を効率よく進めたい。

お問い合わせ先：個々のプログラム内容については右記ウェブサイトをご参照のうえ、
各担当部署または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。

※ミッションの形式によっては会員特典のないものもあります。

現地を視察したいがどこへ行って何をすべきかわからない。

現地でのネットワークを更に強化したい。

現地に信頼できるパートナーを見つけたい。

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

２．  海外ビジネスにつながるプログラムをご用意します。
　　現地ビジネス情報の提供、商業施設・生産現場・工業団地等の視察、現地政府や現地日系企業関係者との
　　意見交換、現地パートナー候補とのビジネスマッチングなど、多彩なプログラムで皆様の市場開拓・海外進出
　　をサポートします。

１．  ニーズが高いものの単独では情報入手が難しい地域へ視察します。
　　日本企業の皆様の関心が高い、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）を派遣しています。

３．  ビジネスマッチングの機会をご提供します。
　　現地パートナー候補とのビジネスマッチング機械の提供に特化した「海外商談会」も実施しています。

ジェトロ   高度外国人材

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課
高度外国人材活躍推進プラットフォーム事務局　https://www.jetro.go.jp/hrportal/
TEL：03-3582-4941　E-mail：OpenforProfessionals@jetro.go.jp

ポータルサイトでの情報収集
ジェトロのホームページ上に設けられた「高度外国人材活躍推進ポータルサイト」には、高度外国人材の採用に必
要な情報が網羅されているほか、関連イベントの情報を掲載した「イベントカレンダー」を通じ、イベントを確認
できます。

OFPリスト（ポータルサイトへの企業情報掲載）
ジェトロの運営する高度外国人材ポータルサイトに自社の情報を掲載し、国内外の高度外国人材に向けて自社をPR
することができます。

外国人材活躍支援パッケージ（審査有り）
高度外国人材の活用（準備、採用、受入、定着）を、3つのプログラムからなるパッケージで支援します。同時
に、ジェトロの専門相談員が寄り添いながら、各社の現状、課題、目標を把握し、高度外国人材活用で結果を出す
お手伝いをします。

ジェトロは、関係省庁の連携を促進する高度外国人材活躍推進プラットフォームの事務局として、ポータルサイト
での情報提供・支援を実施しています。

ポータルサイト

　　外国人材の採用に関する情報を知りたい。

　　国内外の外国人材に向けて自社をPRしたい。

　　外国人材の採用計画から活躍まで実践的な支援を受けたい。

高度外国人材に関連したワンストップサービスを提供します

高度外国人材活躍推進プラットフォーム

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり
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ジェトロ   高度外国人材

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課
高度外国人材活躍推進プラットフォーム事務局　https://www.jetro.go.jp/hrportal/
TEL：03-3582-4941　E-mail：OpenforProfessionals@jetro.go.jp

ポータルサイトでの情報収集
ジェトロのホームページ上に設けられた「高度外国人材活躍推進ポータルサイト」には、高度外国人材の採用に必
要な情報が網羅されているほか、関連イベントの情報を掲載した「イベントカレンダー」を通じ、イベントを確認
できます。

OFPリスト（ポータルサイトへの企業情報掲載）
ジェトロの運営する高度外国人材ポータルサイトに自社の情報を掲載し、国内外の高度外国人材に向けて自社をPR
することができます。

外国人材活躍支援パッケージ（審査有り）
高度外国人材の活用（準備、採用、受入、定着）を、3つのプログラムからなるパッケージで支援します。同時
に、ジェトロの専門相談員が寄り添いながら、各社の現状、課題、目標を把握し、高度外国人材活用で結果を出す
お手伝いをします。

ジェトロは、関係省庁の連携を促進する高度外国人材活躍推進プラットフォームの事務局として、ポータルサイト
での情報提供・支援を実施しています。

ポータルサイト

　　外国人材の採用に関する情報を知りたい。

　　国内外の外国人材に向けて自社をPRしたい。

　　外国人材の採用計画から活躍まで実践的な支援を受けたい。

高度外国人材に関連したワンストップサービスを提供します

高度外国人材活躍推進プラットフォーム

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり
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ジェトロ　グローバル人材

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課
高度外国人材活躍推進プラットフォーム事務局　https://www.jetro.go.jp/hrportal/
TEL：03-3582-4941　E-mail：OpenforProfessionals@jetro.go.jp

グローバル人材の活用をサポートします

外国人材活躍支援パッケージ

海外ビジネス展開を目指す企業の高度外国人材受入（準備・採用・育成・定着）をパッケージで支援します。
　※支援にあたっては審査があります。

合同企業説明会

外国人材活用に関して様々な分野で活躍する専門家に、いつでも、どこからでも相談ができます。求人、在留資格
、日本語、離職対策、人事評価のお悩みなどを解決します。

専門家への相談

主に外国人留学生を対象とした合同企業説明会等のイベントをご利用できます。
参加した高度外国人材がエントリーすることにより、効率的な採用活動を行うことができます。

育成・定着講習会
外国人材の受入準備から定着実務について、基礎から応用まで総合的に学べる講習会プログラムです。
企業の課題意識に合わせて、テーマ毎に自由に参加できます。

　　外国人材の採用に関心があるが、何から始めればいいかわからない。

　　採用ルートを増やしたい。

　　採用した外国人材が定着せず、すぐに辞めてしまう。

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス

外国人材の採用・定着に向けて支援します

外国人材活躍支援パッケージに
関する情報はこちら

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ジェトロ　育成塾
お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課　国際人材育成班
TEL：03-3582-8355　　Email：ikusei@jetro.go.jp

海外ビジネスを牽引するグローバル人材の育成をサポートします

中小企業海外ビジネス人材育成塾

　　海外ビジネスの自律的・持続的な発展に向け、社内人材を育成したい。

　　海外展開戦略の見直しや商談スキルの向上を目指したい。

　　現地法人赴任前に経営者に求められる基礎知識を身につけたい。　

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス限定 対象限定

１．海外展開戦略の策定
海外展開に不可欠な戦略構築の基礎となる、SWOT分析、バリューチェーン分析などの分析手法を
ワークショップ形式で習得します。自社の強みを改めて理解し、どのようなビジネス機会を発見する
か、どの顧客にどのような価値を届けるのかを体系的に学びます。

中小企業海外ビジネス人材育成塾
対象：中小企業の社員

現地法人経営講座（赴任準備編・海外現地事情編）
対象：中小企業の社員

（中小企業の定義・要件は目次を参照）

海外展開の基礎力を体系的に高める研修
これから海外ビジネスに取り組む方や新たに海外事業担当に着任された方を対象に、海外展開戦略の策定や商
談資料の作成方法など、海外ビジネスで必要とされる基礎的なスキルを分野・地域ごとの一連の研修を通して身
につけます。

海外現地法人の経営を体系的に理解する研修
海外現地法人の経営者または経営幹部として赴任する予定の方を対象に、異文化コミュニケーションや経理、財
務、会計、戦略策定、ロジカルシンキングなど海外現地法人の経営者が押さえておくべき多岐にわたる基礎知識
を学びます。さらに、赴任準備編の修了者は海外現地事情編にも参加が可能です。政治経済動向や現地特有の経
理・税務、人事・労務における留意点の解説に特化したコースをASEANの都市別に開講します。

２．商談資料の作成
商談を効果的に進めるための商談資料作成のスキルを学びます。顧客分析やロジカルシンキングなど、
商談相手の納得を得るためのスキルをワークショップ形式で学び、ほかの参加者と共に商談スキルの向上
を目指します。

ONLINEあり

ONLINEあり
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https://www.jetro.go.jp/services/escort/
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ジェトロ　グローバル人材

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課
高度外国人材活躍推進プラットフォーム事務局　https://www.jetro.go.jp/hrportal/
TEL：03-3582-4941　E-mail：OpenforProfessionals@jetro.go.jp

グローバル人材の活用をサポートします

外国人材活躍支援パッケージ

海外ビジネス展開を目指す企業の高度外国人材受入（準備・採用・育成・定着）をパッケージで支援します。
　※支援にあたっては審査があります。

合同企業説明会

外国人材活用に関して様々な分野で活躍する専門家に、いつでも、どこからでも相談ができます。求人、在留資格
、日本語、離職対策、人事評価のお悩みなどを解決します。

専門家への相談

主に外国人留学生を対象とした合同企業説明会等のイベントをご利用できます。
参加した高度外国人材がエントリーすることにより、効率的な採用活動を行うことができます。

育成・定着講習会
外国人材の受入準備から定着実務について、基礎から応用まで総合的に学べる講習会プログラムです。
企業の課題意識に合わせて、テーマ毎に自由に参加できます。

　　外国人材の採用に関心があるが、何から始めればいいかわからない。

　　採用ルートを増やしたい。

　　採用した外国人材が定着せず、すぐに辞めてしまう。

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス

外国人材の採用・定着に向けて支援します

外国人材活躍支援パッケージに
関する情報はこちら

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ジェトロ　育成塾
お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
ビジネス展開・人材支援部　国際ビジネス人材課　国際人材育成班
TEL：03-3582-8355　　Email：ikusei@jetro.go.jp

海外ビジネスを牽引するグローバル人材の育成をサポートします

中小企業海外ビジネス人材育成塾

　　海外ビジネスの自律的・持続的な発展に向け、社内人材を育成したい。

　　海外展開戦略の見直しや商談スキルの向上を目指したい。

　　現地法人赴任前に経営者に求められる基礎知識を身につけたい。　

こ ん な 時 に お す す め

無料 無料サービス限定 対象限定

１．海外展開戦略の策定
海外展開に不可欠な戦略構築の基礎となる、SWOT分析、バリューチェーン分析などの分析手法を
ワークショップ形式で習得します。自社の強みを改めて理解し、どのようなビジネス機会を発見する
か、どの顧客にどのような価値を届けるのかを体系的に学びます。

中小企業海外ビジネス人材育成塾
対象：中小企業の社員

現地法人経営講座（赴任準備編・海外現地事情編）
対象：中小企業の社員

（中小企業の定義・要件は目次を参照）

海外展開の基礎力を体系的に高める研修
これから海外ビジネスに取り組む方や新たに海外事業担当に着任された方を対象に、海外展開戦略の策定や商
談資料の作成方法など、海外ビジネスで必要とされる基礎的なスキルを分野・地域ごとの一連の研修を通して身
につけます。

海外現地法人の経営を体系的に理解する研修
海外現地法人の経営者または経営幹部として赴任する予定の方を対象に、異文化コミュニケーションや経理、財
務、会計、戦略策定、ロジカルシンキングなど海外現地法人の経営者が押さえておくべき多岐にわたる基礎知識
を学びます。さらに、赴任準備編の修了者は海外現地事情編にも参加が可能です。政治経済動向や現地特有の経
理・税務、人事・労務における留意点の解説に特化したコースをASEANの都市別に開講します。

２．商談資料の作成
商談を効果的に進めるための商談資料作成のスキルを学びます。顧客分析やロジカルシンキングなど、
商談相手の納得を得るためのスキルをワークショップ形式で学び、ほかの参加者と共に商談スキルの向上
を目指します。

ONLINEあり

ONLINEあり

海
外
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ジェトロ　スタートアップシティ

スタートアップ企業の海外ビジネスモデル構築を支援します

スタートアップシティ・アクセラレーション・プログラム

レクチャー風景（イメージ） ピッチの様子（イメージ）

こ ん な 時 に お す す め

グローバル企業としてスケールするため、
効率的に急速な世界展開を目指したい。

ビジネスモデルについてメンターに相談したい。

グローバル展開に不可欠な現地のネットワークを築きたい。

1．レクチャー
　　・マーケティングや事業戦略策定、顧客アプローチ等の分野ごとに特化した集中講座
　　・プレゼンテーションやコミュニケーションなどの集中研修

無料 無料サービス

3．デモデイ
　　海外投資家や多国籍企業等を集めたプライベートピッチイベント

2．メンタリング
　　専門メンターによる個別企業ごとのビジネスアドバイス

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
イノベーション・知的財産部　スタートアップ支援課
TEL：03-3582-5770　E-mail：iib@jetro.go.jp ジェトロ　ハブお問い合わせ先：イノベーション・知的財産部　スタートアップ支援課

TEL：03-3582-5770　E-mail：JHUB@jetro.go.jp

　　海外のスタートアップ・エコシステム（起業家を支援する仕組み）の情報を知りたい。

　　海外進出にあたって、資金調達やプロダクト、人材など事業戦略を相談したい。

　　現地の事業パートナー候補やVC・投資家とのネットワークを構築したい。

　　進出準備に向けた短期的な活動拠点がほしい。

日本のスタートアップのグローバル展開を支援します

グローバル・アクセラレーション・ハブ

こ ん な 時 に お す す め

SOLUTIONS
1．現地ブリーフィング

2．メンタリング（事業戦略立案・資金調達等のアドバイス）

3．現地パートナー候補・VC等投資家、現地政府支援機関、有力アクセラレーター等のご紹介

4．コワーキングスペースの利用（一部拠点のみ）　

現地エコシステムのビジネス環境・最新動向を紹介します。
※大企業・業界団体等の方もご利用いただけます。

提携先現地アクセラレーターのメンターより、事業戦略、ピッチ・プレゼンテーション、資金調達等に関する
アドバイスをいたします。

※ご利用者の準備状況等により、ご希望に添えない場合もございます。

最大3カ月間無料でご提供します。

無料 無料サービス

ニューヨーク

オースティン

ロサンゼルス

ボストンシカゴシリコンバレー

香港

クアラルンプールシンガポール

上海

ジャカルタ

深セン

ヘルシンキ

ドバイ

ナイロビ

テルアビブ

パリ

ロンドン

ベルリン

ムンバイ

ベンガルール

バンコク

2021年度 グローバル・アクセラレーション・ハブ事業 実施都市・地域
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ジェトロ　スタートアップシティ

スタートアップ企業の海外ビジネスモデル構築を支援します

スタートアップシティ・アクセラレーション・プログラム

レクチャー風景（イメージ） ピッチの様子（イメージ）

こ ん な 時 に お す す め

グローバル企業としてスケールするため、
効率的に急速な世界展開を目指したい。

ビジネスモデルについてメンターに相談したい。

グローバル展開に不可欠な現地のネットワークを築きたい。

1．レクチャー
　　・マーケティングや事業戦略策定、顧客アプローチ等の分野ごとに特化した集中講座
　　・プレゼンテーションやコミュニケーションなどの集中研修

無料 無料サービス

3．デモデイ
　　海外投資家や多国籍企業等を集めたプライベートピッチイベント

2．メンタリング
　　専門メンターによる個別企業ごとのビジネスアドバイス

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
イノベーション・知的財産部　スタートアップ支援課
TEL：03-3582-5770　E-mail：iib@jetro.go.jp ジェトロ　ハブお問い合わせ先：イノベーション・知的財産部　スタートアップ支援課

TEL：03-3582-5770　E-mail：JHUB@jetro.go.jp

　　海外のスタートアップ・エコシステム（起業家を支援する仕組み）の情報を知りたい。

　　海外進出にあたって、資金調達やプロダクト、人材など事業戦略を相談したい。

　　現地の事業パートナー候補やVC・投資家とのネットワークを構築したい。

　　進出準備に向けた短期的な活動拠点がほしい。

日本のスタートアップのグローバル展開を支援します

グローバル・アクセラレーション・ハブ

こ ん な 時 に お す す め

SOLUTIONS
1．現地ブリーフィング

2．メンタリング（事業戦略立案・資金調達等のアドバイス）

3．現地パートナー候補・VC等投資家、現地政府支援機関、有力アクセラレーター等のご紹介

4．コワーキングスペースの利用（一部拠点のみ）　

現地エコシステムのビジネス環境・最新動向を紹介します。
※大企業・業界団体等の方もご利用いただけます。

提携先現地アクセラレーターのメンターより、事業戦略、ピッチ・プレゼンテーション、資金調達等に関する
アドバイスをいたします。

※ご利用者の準備状況等により、ご希望に添えない場合もございます。

最大3カ月間無料でご提供します。

無料 無料サービス

ニューヨーク

オースティン

ロサンゼルス

ボストンシカゴシリコンバレー

香港

クアラルンプールシンガポール

上海

ジャカルタ

深セン

ヘルシンキ

ドバイ

ナイロビ

テルアビブ

パリ

ロンドン

ベルリン

ムンバイ

ベンガルール

バンコク

2021年度 グローバル・アクセラレーション・ハブ事業 実施都市・地域
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海外における知的財産権の権利化を支援します

中小企業等外国出願・中間手続支援事業

ジェトロ　外国出願

１．外国出願費用の助成
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする全国の中小企業者等に対し、
外国出願に要する経費の一部（補助率：2分の1以内）を助成します。　
　・1事業者に対する補助金の上限額：300万円
　・1案件あたりの補助金の上限額：特許　150万円
　　　　　　　　　　　　　　　  　実用新案・意匠・商標　各60万円
　　　　　　　　　　　　　　　  　冒認対策商標*　30万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　*冒認出願（悪意の第三者による先取り出願）への対策を目的とした商標出願。

２．中間手続費用の助成
外国特許庁への出願後の審査請求や、拒絶理由通知を受けた際の応答に要する経費の一部（補助率：２分
の１以内）を助成します（過去、上記１．の支援事業を利用された事業者が対象です）。
　＜審査請求＞
　・1事業者に対する補助金の上限額：60万円
　・1案件当たりの補助金の上限額：20万円
　＜中間応答＞
　・1事業者に対する補助金の上限額：30万円（1事業者1案件1カ国のみ）

こ ん な 時 に お す す め

海外で事業展開を行う上で、発明した自社技術を進出先でも保護したい。

外国出願やその後の中間手続にかかる費用を助成してほしい。

海外の展示会に出展するため、商品のネーミングや技術等を知財権で保護したい。

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)

お問い合わせ先：イノベーション・知的財産部　知的財産課　外国出願デスク
TEL：03-3582-5642　E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp

対面・オンライン併用での広州市開催の
真贋判定セミナー

ジェトロ本部での相談の様子

20年度国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）総会併催の模倣品対策セミナー（対面・オンライン併用）

知的財産保護関連サービス

海外進出のために、どのような知財対策が必要か知りたい。

海外市場で出回る模倣品への対策を立てたい。

海外での知的財産の侵害を受けており、現地調査をしたい。

海外で知的財産に係る係争に巻き込まれて、困っている。

情
報
共
有

助
成

セミナー・個別相談
知的財産保護に関する各種セミナーを、テーマ・地域・レベル別に開催します。
また、知財専門家による知的財産関連相談を電話、Email、面談（要予約）にて実施します。

模倣品対策支援
海外で知財侵害を受けている中小企業に対し、ジェトロが海外の調査機関に調査を委託し、
かかった費用の一部を助成します。

防衛型侵害対策支援
海外で知的財産にかかる係争に巻き込まれた中小企業に対し、係争費用の一部を助成します。

冒認商標無効・取消係争支援
海外で冒認商標を出願・登録されている中小企業に対し、係争費用の一部を助成します。

そ
の
他

IIPPFの活動
国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）の事務局として、官民合同での知的財産権侵害問題の
解決を目指す活動を支援しています。

ジェトロ　知的財産保護

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
イノベーション・知的財産部　知的財産課
TEL：03-3582-5198　E-mail：CHIZAI@jetro.go.jp

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり
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海外における知的財産権の権利化を支援します

中小企業等外国出願・中間手続支援事業

ジェトロ　外国出願

１．外国出願費用の助成
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする全国の中小企業者等に対し、
外国出願に要する経費の一部（補助率：2分の1以内）を助成します。　
　・1事業者に対する補助金の上限額：300万円
　・1案件あたりの補助金の上限額：特許　150万円
　　　　　　　　　　　　　　　  　実用新案・意匠・商標　各60万円
　　　　　　　　　　　　　　　  　冒認対策商標*　30万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　*冒認出願（悪意の第三者による先取り出願）への対策を目的とした商標出願。

２．中間手続費用の助成
外国特許庁への出願後の審査請求や、拒絶理由通知を受けた際の応答に要する経費の一部（補助率：２分
の１以内）を助成します（過去、上記１．の支援事業を利用された事業者が対象です）。
　＜審査請求＞
　・1事業者に対する補助金の上限額：60万円
　・1案件当たりの補助金の上限額：20万円
　＜中間応答＞
　・1事業者に対する補助金の上限額：30万円（1事業者1案件1カ国のみ）

こ ん な 時 に お す す め

海外で事業展開を行う上で、発明した自社技術を進出先でも保護したい。

外国出願やその後の中間手続にかかる費用を助成してほしい。

海外の展示会に出展するため、商品のネーミングや技術等を知財権で保護したい。

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)

お問い合わせ先：イノベーション・知的財産部　知的財産課　外国出願デスク
TEL：03-3582-5642　E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp

対面・オンライン併用での広州市開催の
真贋判定セミナー

ジェトロ本部での相談の様子

20年度国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）総会併催の模倣品対策セミナー（対面・オンライン併用）

知的財産保護関連サービス

海外進出のために、どのような知財対策が必要か知りたい。

海外市場で出回る模倣品への対策を立てたい。

海外での知的財産の侵害を受けており、現地調査をしたい。

海外で知的財産に係る係争に巻き込まれて、困っている。

情
報
共
有

助
成

セミナー・個別相談
知的財産保護に関する各種セミナーを、テーマ・地域・レベル別に開催します。
また、知財専門家による知的財産関連相談を電話、Email、面談（要予約）にて実施します。

模倣品対策支援
海外で知財侵害を受けている中小企業に対し、ジェトロが海外の調査機関に調査を委託し、
かかった費用の一部を助成します。

防衛型侵害対策支援
海外で知的財産にかかる係争に巻き込まれた中小企業に対し、係争費用の一部を助成します。

冒認商標無効・取消係争支援
海外で冒認商標を出願・登録されている中小企業に対し、係争費用の一部を助成します。

そ
の
他

IIPPFの活動
国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）の事務局として、官民合同での知的財産権侵害問題の
解決を目指す活動を支援しています。

ジェトロ　知的財産保護

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
イノベーション・知的財産部　知的財産課
TEL：03-3582-5198　E-mail：CHIZAI@jetro.go.jp

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

海
外
進
出
し
た
い

30

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BF%9D%E8%AD%B7&ei=qXDjYv-aI7HK9APE9K2YAg&ved=0ahUKEwi_k96ur535AhUxJX0KHUR6CyMQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AD+%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BF%9D%E8%AD%B7&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDoHCAAQRxCwAzoHCAAQgAQQBDoICAAQHhAPEAQ6CAgAEB4QCBAEOgoIABAeEA8QCBAEOgkIIRAKEKABECo6BwghEAoQoAE6BAghEApKBAhBGABKBAhGGABQvgNYhxxg6h5oAnABeAGAAcgBiAGeEpIBBjYuMTIuMZgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz


中国等における非公開の技術、顧客リストなど機密情報の流出対策を支援します

海外における営業秘密漏えい対策支援事業

こ ん な 時 に お す す め

現場において機密情報に関する管理状況の点検を行いたい。

従業員の意識向上を図りたい。

従業員の同業他社への転職に伴う、機密情報の流出が心配。

１．現場での管理体制に基づく漏洩リスクの診断、フォローアップ
ヒアリングおよび工場内を含む現場でのアセスメントで問題点を洗い出し、改善に向けた指針作りをフ

ォローアップ面談によってサポートします。

２．管理職向け/従業員向け個別研修
中国等で起きた実際の事例紹介を交えた研修を、従業員/管理職それぞれに対して実施します。

３．社内規程や契約書類のチェック、修正案へのアドバイス
管理対象とする営業秘密の分類と契約書文言のチェックおよび修正案のアドバイスを行います。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
イノベーション・知的財産部　知的財産課
TEL：03-3582-5198　E-mail：CHIZAI@jetro.go.jp ジェトロ  営業秘密

常に対策を見直している

一通りの規程等が整っている

特に対策等を講じていない

企業の漏えい対策フェーズフェーズに合わせた個別支援メニュー

個別支援＜法務・労務＞
アセスメントに基づいた個社研修および
コンサルテーション、個別の営業秘密保護
策のアドバイス
→管理職、従業員向けの２階層

営業秘密漏洩リスク診断
自社内の保有情報、何を営業秘密として
管理するかを整理、管理体制に基づく漏洩
リスクの度合いを診断・可視化

普及啓発セミナー
専門家を講師とし、営業秘密流出のリスク、
流出事例をレクチャー

無料 無料サービス 対象国：中国、タイ、ベトナム、インドネシア

ONLINEあり

ONLINEあり

ONLINEあり

海
外
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ジェトロ  IBSC

ジェトロ  対日投資

対日投資支援サービス
外国・外資系企業の皆さまの日本への進出や、日本での事業拡大を
ワンストップでサポートします

SOLUTIONS

こ ん な 時 に お す す め

日本でのビジネスに必要な情報を効率良く入手したい。

日本での拠点設立・事業拡大準備のための当面のオフィスを確保したい。

拠点設立・事業拡大のための人材や場所を探したい。

1．すぐに役立つビジネス情報をご提供します。
ジェトロの対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）では日本のビジネス環境や産業動向、規制・
法制度、政府・地方自治体が設けている投資優遇制度などの情報をご提供します。

2．テンポラリーオフィスをご提供します。
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡においてIBSCのテンポラリーオフィスを一定期間無料でご提供
します。電話やネットワーク環境を完備した部屋をご利用できます。

3．ビジネス立上げ・拡大を支援します。
人材会社・不動産会社・会計事務所など国際ビジネスを支えるバイリンガルのサービスプロバイダーの
情報をご提供します。

※ジェトロの「対日投資支援」サービスご利用には一定の条件があります。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）
TEL：03-3582-4684　FAX：03-3584-6024　E-mail：invest-japan@jetro.go.jp

無料 基本無料サービス(一部お客様負担あり)

ONLINEあり

ONLINEあり
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１．  イベント
　　　セミナー、ピッチイベント、商談会等の開催を通じた情報提供と協業・連携案件の創出を目指します。

ジェトロ　J-Bridge

３．  ミートアップ（面談・商談）
　　　J-Bridge会員企業の皆様向けに、会員専用サイト掲載企業やイベント登壇企業との面談をアレンジします。

４．  個別支援
　　　J-Bridge会員企業の皆様の、海外企業の発掘（ソーシング）や、専門家による相談を承ります。また、対象国・
　　　地域や期間を限定し、一貫支援プログラム等を実施します。

J-Bridgeは、日本企業とスタートアップ等の海外企業とのデジタルまたはグリーン分野におけるオープン
イノベーション創出のためのビジネスプラットフォームです。重点地域・国（※１）等において、海外企業との
アライアンス（※２）やM&Aにより、ビジネス開発や新規事業創出を目指す日本企業、大学、研究機関等の
皆様向けに、海外有望企業情報の提供、海外企業との面談支援、専門家を通じた戦略策定・ビジネス開発支援
などを提供します。
　※１　東南アジア、インド、米国、欧州、オーストラリア、イスラエル、アフリカ
　※２　業務提携・技術提携・出資・合弁企業設立等

無料 無料サービス

対象限定サービス

➡J-Bridge会員お申し込みはこちらから
　https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html

２．  会員専用フォーラム
　　　J-Bridge会員企業の皆様向けに、海外有望企業情報、過去イベント（アーカイブ動画）へのアクセス、
　　　会員間の交流機会を提供します。

ジャパン・イノベーション・ブリッジ（J-Bridge）

協業・連携相手候補となる海外企業と出会いたい。

海外企業との協業・連携に関する基本的な情報収集がしたい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
ジェトロ　DX推進チーム
TEL：03-3582-5644　E-mail：DXPT@jetro.go.jp

有料 有料サービス

海外企業との協業・連携をビジネスまで深めたい。

海外スタートアップ企業等との協業・連携を図りたい日本企業の皆様をサポートします！

ONLINEあり

ONLINEあり

対象限定サービス ONLINEあり

対象限定サービス ONLINEあり

こ ん な 時 に お す す め

SOLUTIONS

現地発行の新聞・雑誌から生の情報を入手したい。

アジア経済研究所図書館は、アジアだけでなく開発途上地域の現地資料を豊富に取り揃えた専門図書館です。
どなたでもご利用になれます。

館内サービス
１．  複写サービス（有料）
　　資料をモノクロ・カラーで複写できます。
　　・スタッフコピー　  開館～16：00
　　・セルフコピー　　  開館～17：30

２．貸出サービス
　　以下に該当する方は、貸出サービスを利用できます。
　　・賛助会員（正会員・個人利用会員）
　　・「図書館共同利用制度」対象者

３．レファレンスサービス
　　開発途上地域に関する文献・情報・統計データに関する
　　お問い合わせを受け付けています。
　　※ご来館の前にメール・電話でのお問い合わせも可能です。

４．図書館内見学ツアー（要予約）
　　見学のご希望は随時受け付けています。

70万冊の開発途上地域の資料であなたの調査・研究をサポートします

ジェトロ  アジ研図書館

日本貿易振興機構（ジェトロ） アジア経済研究所図書館

統計データや学術文献を利用してよりレベルの高い調査・分析を行いたい。

所在地・お問い合わせ先：千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
TEL：043-299-9716　FAX：043-299-9734　
E-mail：Libtour@ide.go.jp（学習室・見学ツアー予約受付）
 alislib@ide.go.jp（レファレンス・その他お問い合わせ）
開館日・時間：平日、第1･3土曜日　10：00～18：00
休館日　　　：第2・4・5土曜日、日曜日、祝日、月末最終平日、年末年始

無料 無料サービス 新型コロナ感染拡大の防止のため、一部サービスが制限されています。
研究所図書館ウェブサイトでご確認ください。有料 有料サービス
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１．  イベント
　　　セミナー、ピッチイベント、商談会等の開催を通じた情報提供と協業・連携案件の創出を目指します。

ジェトロ　J-Bridge

３．  ミートアップ（面談・商談）
　　　J-Bridge会員企業の皆様向けに、会員専用サイト掲載企業やイベント登壇企業との面談をアレンジします。

４．  個別支援
　　　J-Bridge会員企業の皆様の、海外企業の発掘（ソーシング）や、専門家による相談を承ります。また、対象国・
　　　地域や期間を限定し、一貫支援プログラム等を実施します。

J-Bridgeは、日本企業とスタートアップ等の海外企業とのデジタルまたはグリーン分野におけるオープン
イノベーション創出のためのビジネスプラットフォームです。重点地域・国（※１）等において、海外企業との
アライアンス（※２）やM&Aにより、ビジネス開発や新規事業創出を目指す日本企業、大学、研究機関等の
皆様向けに、海外有望企業情報の提供、海外企業との面談支援、専門家を通じた戦略策定・ビジネス開発支援
などを提供します。
　※１　東南アジア、インド、米国、欧州、オーストラリア、イスラエル、アフリカ
　※２　業務提携・技術提携・出資・合弁企業設立等

無料 無料サービス

対象限定サービス

➡J-Bridge会員お申し込みはこちらから
　https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html

２．  会員専用フォーラム
　　　J-Bridge会員企業の皆様向けに、海外有望企業情報、過去イベント（アーカイブ動画）へのアクセス、
　　　会員間の交流機会を提供します。

ジャパン・イノベーション・ブリッジ（J-Bridge）

協業・連携相手候補となる海外企業と出会いたい。

海外企業との協業・連携に関する基本的な情報収集がしたい。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご相談ください。
ジェトロ　DX推進チーム
TEL：03-3582-5644　E-mail：DXPT@jetro.go.jp

有料 有料サービス

海外企業との協業・連携をビジネスまで深めたい。

海外スタートアップ企業等との協業・連携を図りたい日本企業の皆様をサポートします！

ONLINEあり

ONLINEあり

対象限定サービス ONLINEあり

対象限定サービス ONLINEあり

こ ん な 時 に お す す め

SOLUTIONS

現地発行の新聞・雑誌から生の情報を入手したい。

アジア経済研究所図書館は、アジアだけでなく開発途上地域の現地資料を豊富に取り揃えた専門図書館です。
どなたでもご利用になれます。

館内サービス
１．  複写サービス（有料）
　　資料をモノクロ・カラーで複写できます。
　　・スタッフコピー　  開館～16：00
　　・セルフコピー　　  開館～17：30

２．貸出サービス
　　以下に該当する方は、貸出サービスを利用できます。
　　・賛助会員（正会員・個人利用会員）
　　・「図書館共同利用制度」対象者

３．レファレンスサービス
　　開発途上地域に関する文献・情報・統計データに関する
　　お問い合わせを受け付けています。
　　※ご来館の前にメール・電話でのお問い合わせも可能です。

４．図書館内見学ツアー（要予約）
　　見学のご希望は随時受け付けています。

70万冊の開発途上地域の資料であなたの調査・研究をサポートします

ジェトロ  アジ研図書館

日本貿易振興機構（ジェトロ） アジア経済研究所図書館

統計データや学術文献を利用してよりレベルの高い調査・分析を行いたい。

所在地・お問い合わせ先：千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
TEL：043-299-9716　FAX：043-299-9734　
E-mail：Libtour@ide.go.jp（学習室・見学ツアー予約受付）
 alislib@ide.go.jp（レファレンス・その他お問い合わせ）
開館日・時間：平日、第1･3土曜日　10：00～18：00
休館日　　　：第2・4・5土曜日、日曜日、祝日、月末最終平日、年末年始

無料 無料サービス 新型コロナ感染拡大の防止のため、一部サービスが制限されています。
研究所図書館ウェブサイトでご確認ください。有料 有料サービス

そ
の
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幅広くジェトロを活用するならジェトロの有料会員へ

ジェトロ・メンバーズ

こ ん な 時 に お す す め

色々な有料サービスをお得なパッケージで利用したい。

信頼性の高い海外の最新情報を定期的に入手したい。

ジェトロ･メンバーズ　年間サービス料：77,000円（税込）
SOLUTIONS

ジェトロ・メンバーズ

入会の決め手の3つのポイント

人気のWEB講座・セミナーが
無料/割引

ジェトロ駐在員によるブリーフィング
対面/オンラインで可能 ワンランク上の情報収集

今や情報収集に欠かせ
ないWEB講座・セミナー。
メンバーズだけが視聴
できる国内外のWEB
講座・セミナーを多数
配信中！

オンラインで海外事務
所からのブリーフィング
が受けられます。海外
渡航が制限されている
なかで貴重な情報収集
の機会です。

マイページに登録した
関心国・地域、分野の
新着記事・イベント情報
がお手元に届きます。
毎日受信できるのは
メンバーズだけ！

１．海外ビジネスの最新情報をご提供します。

２．会員限定サービスをご提供します。

３．多様なサービスを割引料金でご利用できます。

メンバーズの皆様にご好評のサービス
●メンバーズ限定のWEB講座・セミナーを人数制限なしに視聴いただけます。
　例：貿易実務講座など
●海外ミニ調査サービスを年間4ユニット（44,000円相当）まで無料でご利用
　いただけます。
●海外オンライン・ブリーフィングサービスを回数制限なくご利用いただけます。
●外国企業信用調査を一般料金の半額程度にてご利用いただけます。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
お客様サポート部　お客様サポート課　会員サービス班　メンバー・サービスデスク
TEL：03-3582-5176　FAX：03-3582-4572　E-mail：jmember@jetro.go.jp

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

会員サービスについて、動画でわかりやすく
ご紹介しています。ぜひご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/members/

ご関心に応じたジェトロのイベント情報をお届けします

こ ん な 時 に お す す め

イベント参加やサービス申し込みをスムーズに行いたい。

SOLUTIONS

ジェトロからセミナー等のご案内

ジェトロへのお客様情報ご登録

関心のあるイベント情報をいち早く入手したい。

【画面 1： お客様情報 登録・確認・変更の紹介ページ】

お客様情報とご関心事項をご登録いただくと、ご関心に応じたジェトロのセミナーや展示会等のイベント情
報をいち早く担当部署からお届けします。
ご登録後は、ログインIDとパスワードが発行され、セミナーや各種サービスへの申し込み手続きがスムーズ
になります。

ご希望の方は「お客様情報の登録・確認・変更のご案内」をご覧ください。（画面１参照）
https://www.jetro.go.jp/events/inform/

＊すでにご登録いただいた情報の変更も上記URLからできます。

【ジェトロの個人情報保護方針】
https://www.jetro.go.jp/privacy.html

【画面 2： お客様情報 登録ページの一部】

お客様情報の登録・確認・変更のご案内

お客様情報の新規ご登録

ご登録いただいているお客様情報の変更・お申込履歴の確認

お問い合わせ

お客様情報登録

E-Mail

氏名

事業形態

法人格

社名

E-Mail

DM

FAX

関心情報

お客様ご本人情報とご関心事項をご登録（無料）いただくと、ご関心に応じたジェトロのセミナーや展示会等のイベント情報を、随時
お届けします。
ご登録後は、ログインIDとパスワードが発行され、セミナーや各種サービスへの申し込みの手続きがスムーズになります。
ご希望の方は、次のリンクよりお客様情報のご登録をお願いします。

お客様情報とご関心事項を登録ください。次のページの「お客様登録する（無料）」ボタンからお進みください。

転職や担当者交代によるお名前や法人本社名等の変更をご希望の場合は、変更手続きではなく、「お客様情報の新規ご登録ページ」からお客様情報の新
規登録をお願いします。

よくお寄せいただくご質問とそのご案内をまとめました。
お問い合わせいただく前にご確認をお願いします。

よくあるご質問 お客様情報（登録／変更）、ログインについてのお問い合わせ先

ジェトロ情報データ統括課

お客様の情報をご入力のうえ、画面下部の「内容確認へ」ボタンをクリックしてください。
　・  必須のついている項目は必ずご入力ください。
　・  各項目の入力文字に半角カタカナや機種依存文字は使用できません。
　・  ご入力いただいたお客様情報は、ジェトロの 個人情報保護法方針 に基づき適正に管理いたします。

半角英数で入力してください。

英語名の方は、アルファベットは半角で入力してください。

全角カタカナで入力してください。

カタカナは全角、英数は半角で入力してください。
個人事業主の方は「屋号/商号」、学生の方は「学校名」を入力してください。

送付可 送付不可

Tel : 03-3582-1672
受付時間 : 9時00分～12時00分、13時00分～17時00分（土日、祝祭
日、年末年始を除く）

海外ビジネス情報 サービス 国・地域別に見る 目的別に見る 産業別に見る

ジェトロからセミナー等のご案内イベント情報

お客様情報の新規ご登録ページ

お客様情報確認・変更ページ

よくあるご質問

イベント情報

ジェトロ「お客様情報」に関するお問い合わせフォーム

お客様情報登録

ログイン情報

お客様情報

配信情報

イベント情報のコンテンツ一覧

送付可 送付不可

送付可 送付不可

戻る

選択する

内容確認へ

■ E-Mail : 例） jetro-customer@jetro.go.jp

■ 氏名 : 例）　貿易　太郎

■ 氏名（カナ）    :　 例）   ボウエキ　タロウ

法人の方（私法人、公法人）

個人事業主（法人格を持たない自営業など）

個人

学生

■ 法人格 :　例） 独立行政法人 ■ 法人格の位置制定：　例）  前

■ 社名：　例）  日本貿易振興機構

選択してください 選択してください

Copyright (C) 1995-2019 Japan External Trade Organization(JETRO).  All rights reserved.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
企画部　情報データ統括課　データベース班
TEL：03-3582-1672　E-mail：jetro-customer@jetro.go.jp

無料 無料サービス ONLINE限定

そ
の
他
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幅広くジェトロを活用するならジェトロの有料会員へ

ジェトロ・メンバーズ

こ ん な 時 に お す す め

色々な有料サービスをお得なパッケージで利用したい。

信頼性の高い海外の最新情報を定期的に入手したい。

ジェトロ･メンバーズ　年間サービス料：77,000円（税込）
SOLUTIONS

ジェトロ・メンバーズ

入会の決め手の3つのポイント

人気のWEB講座・セミナーが
無料/割引

ジェトロ駐在員によるブリーフィング
対面/オンラインで可能 ワンランク上の情報収集

今や情報収集に欠かせ
ないWEB講座・セミナー。
メンバーズだけが視聴
できる国内外のWEB
講座・セミナーを多数
配信中！

オンラインで海外事務
所からのブリーフィング
が受けられます。海外
渡航が制限されている
なかで貴重な情報収集
の機会です。

マイページに登録した
関心国・地域、分野の
新着記事・イベント情報
がお手元に届きます。
毎日受信できるのは
メンバーズだけ！

１．海外ビジネスの最新情報をご提供します。

２．会員限定サービスをご提供します。

３．多様なサービスを割引料金でご利用できます。

メンバーズの皆様にご好評のサービス
●メンバーズ限定のWEB講座・セミナーを人数制限なしに視聴いただけます。
　例：貿易実務講座など
●海外ミニ調査サービスを年間4ユニット（44,000円相当）まで無料でご利用
　いただけます。
●海外オンライン・ブリーフィングサービスを回数制限なくご利用いただけます。
●外国企業信用調査を一般料金の半額程度にてご利用いただけます。

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にお問い合わせください。
お客様サポート部　お客様サポート課　会員サービス班　メンバー・サービスデスク
TEL：03-3582-5176　FAX：03-3582-4572　E-mail：jmember@jetro.go.jp

有料 有料サービス 会員 会員特典あり

会員サービスについて、動画でわかりやすく
ご紹介しています。ぜひご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/members/

ご関心に応じたジェトロのイベント情報をお届けします

こ ん な 時 に お す す め

イベント参加やサービス申し込みをスムーズに行いたい。

SOLUTIONS

ジェトロからセミナー等のご案内

ジェトロへのお客様情報ご登録

関心のあるイベント情報をいち早く入手したい。

【画面 1： お客様情報 登録・確認・変更の紹介ページ】

お客様情報とご関心事項をご登録いただくと、ご関心に応じたジェトロのセミナーや展示会等のイベント情
報をいち早く担当部署からお届けします。
ご登録後は、ログインIDとパスワードが発行され、セミナーや各種サービスへの申し込み手続きがスムーズ
になります。

ご希望の方は「お客様情報の登録・確認・変更のご案内」をご覧ください。（画面１参照）
https://www.jetro.go.jp/events/inform/

＊すでにご登録いただいた情報の変更も上記URLからできます。

【ジェトロの個人情報保護方針】
https://www.jetro.go.jp/privacy.html

【画面 2： お客様情報 登録ページの一部】

お客様情報の登録・確認・変更のご案内

お客様情報の新規ご登録

ご登録いただいているお客様情報の変更・お申込履歴の確認

お問い合わせ

お客様情報登録

E-Mail

氏名

事業形態

法人格

社名

E-Mail

DM

FAX

関心情報

お客様ご本人情報とご関心事項をご登録（無料）いただくと、ご関心に応じたジェトロのセミナーや展示会等のイベント情報を、随時
お届けします。
ご登録後は、ログインIDとパスワードが発行され、セミナーや各種サービスへの申し込みの手続きがスムーズになります。
ご希望の方は、次のリンクよりお客様情報のご登録をお願いします。

お客様情報とご関心事項を登録ください。次のページの「お客様登録する（無料）」ボタンからお進みください。

転職や担当者交代によるお名前や法人本社名等の変更をご希望の場合は、変更手続きではなく、「お客様情報の新規ご登録ページ」からお客様情報の新
規登録をお願いします。

よくお寄せいただくご質問とそのご案内をまとめました。
お問い合わせいただく前にご確認をお願いします。

よくあるご質問 お客様情報（登録／変更）、ログインについてのお問い合わせ先

ジェトロ情報データ統括課

お客様の情報をご入力のうえ、画面下部の「内容確認へ」ボタンをクリックしてください。
　・  必須のついている項目は必ずご入力ください。
　・  各項目の入力文字に半角カタカナや機種依存文字は使用できません。
　・  ご入力いただいたお客様情報は、ジェトロの 個人情報保護法方針 に基づき適正に管理いたします。

半角英数で入力してください。

英語名の方は、アルファベットは半角で入力してください。

全角カタカナで入力してください。

カタカナは全角、英数は半角で入力してください。
個人事業主の方は「屋号/商号」、学生の方は「学校名」を入力してください。

送付可 送付不可

Tel : 03-3582-1672
受付時間 : 9時00分～12時00分、13時00分～17時00分（土日、祝祭
日、年末年始を除く）

海外ビジネス情報 サービス 国・地域別に見る 目的別に見る 産業別に見る

ジェトロからセミナー等のご案内イベント情報

お客様情報の新規ご登録ページ

お客様情報確認・変更ページ

よくあるご質問

イベント情報

ジェトロ「お客様情報」に関するお問い合わせフォーム

お客様情報登録

ログイン情報

お客様情報

配信情報

イベント情報のコンテンツ一覧

送付可 送付不可

送付可 送付不可

戻る

選択する

内容確認へ

■ E-Mail : 例） jetro-customer@jetro.go.jp

■ 氏名 : 例）　貿易　太郎

■ 氏名（カナ）    :　 例）   ボウエキ　タロウ

法人の方（私法人、公法人）

個人事業主（法人格を持たない自営業など）

個人

学生

■ 法人格 :　例） 独立行政法人 ■ 法人格の位置制定：　例）  前

■ 社名：　例）  日本貿易振興機構

選択してください 選択してください

Copyright (C) 1995-2019 Japan External Trade Organization(JETRO).  All rights reserved.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

お問い合わせ先：以下の連絡先、または最寄りのジェトロ国内事務所にご連絡ください。
企画部　情報データ統括課　データベース班
TEL：03-3582-1672　E-mail：jetro-customer@jetro.go.jp

無料 無料サービス ONLINE限定

そ
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他
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ステップ別サービス活用モデル
▶貴社製品の輸出を支援します。 ▶貴社の海外進出を支援します。

ジェトロ  活用事例
▶ジェトロのサービスをご利用いただき、海外ビジネスに挑戦している企業様の 
　成功事例を目的・産業・海外展開先ごとにご覧いただけます。

情報収集・計画策定 輸出・取引先探し 商談 契約交渉

○○バイオ株式会社（本社：奈良県、従業員：30名）

バイオ技術に強みを持つ新興のヘルスケア製品メーカー

輸出のノウハウを一から学びつつ、複数の輸出先の開拓を目指す。

○○食品株式会社（本社：千葉県、従業員：15名）

自社で農産品の生産から加工、販売までを行う6次産業農家

有機農法で栽培した農産物を使った製品で海外市場に販路拡大したいと考えている。

情報収集・方針決定 F/S事業計画 会社設立 現地経営

○○農機株式会社（本社：長野県、従業員：90名）

現地のニーズに合った農業機械の生産を目指す中堅機械メーカー

アジア向け取引の拡大を見据えて、製造拠点をアジアに設けることを計画。

株式会社○○亭（本社：愛知県、従業員：950名）

市内を中心に日本全国に展開して15年が経つ和食チェーン

3年間で海外に10店舗の設立を目指す。

最寄りのジェトロ千葉
へ自社製品の輸出の可
能性について相談。
海外コーディネーター
による輸出支援相談サ
ービスの紹介を受け、
農林水産・食品分野の
専門家から現地のニー
ズや競合品についてア
ドバイスを受ける。 

事前準備や個別相談な
どでジェトロ千葉の支
援を受けながら、初め
てオンライン商談会に
参加。大きな成約には
つながらなかったが、
商品改良のヒントを得
る。 

専門家によるマンツー
マンの一貫支援を受け
られる輸出プロモータ
ーによる支援サービス（
農林水産・食品分野）に
応募し、採択。担当の専
門家とともにジェトロが
主催・参加する海外見本
市・展示会のジャパン・
パビリオンに出展。複数
の商談が成立する。

担当専門家の助言をも
とにターゲットを富裕
層に絞り、パッケージも
改良。現地日系デパート
だけでなく、高級スーパ
ーとも契約。
今後もジェトロの各種
サービスをより効果的
に活用すべく、ジェトロ・
メンバーズへ加入。

最寄りのジェトロ奈良
に、海外ビジネスの進
め方を一から相談。
メールマガジン配信サ
ービスで案内を受けた
同事務所主催の輸出初
心者向けのウェブセミ
ナーを受講し、輸出のノ
ウハウを学ぶ。

ビジネスマッチングサ
イトe-Venueを通して輸
出のパートナー候補と
なりうる現地企業の情
報を収集。
貿易投資相談（ウェブ面
談）を通してアドバイザ
ーより、現地の規制・手
続き等について学ぶ。

ジェトロが連携するオン
ライン展示会への出展（
JAPAN LINKAGE）に応
募し、採択。
複数国のバイヤーとオ
ンライン商談を実施し、
欧州２社との商談が成
立。自社のウェブサイト
でのPR方法も工夫する
など、オンラインを活用
した輸出ビジネスのノ
ウハウを蓄積する。

欧州でのビジネス基盤
強化のため、代理店の設
置を目指す。海外ミニ調
査サービスを利用して
代理店候補企業をリスト
アップし、外国企業信用
調査で候補先を決定。
貿易実務オンライン講
座の英文契約編を活用
し、代理店と契約交渉。
正式に契約が成立する。

最寄りのジェトロ長野
に、東南アジアでの製
造拠点設立について相
談。
あわせて、中小企業海
外ビジネス人材育成塾
に応募し、今後の海外
ビジネスの中核を担う
人材の育成を図る。

ベトナムへのビジネス環
境視察ミッションへ参加
し、現地の生産現場や工
業団地を視察。
加えて、ミャンマーにも
出張。海外ブリーフィン
グサービスを利用し、ジ
ェトロ・ヤンゴン事務所
にて現地法人設立の手
続きや現地駐在員の生
活環境について情報収
集。

ヤンゴンへ進出するに
あたり、当面の活動拠点
としてビジネス・サポー
トセンターに入居。
専門家によるコンサル
ティングサービスを受け
ながら、現地法人の設立
手続きを終える。

その後も、ジェトロの海
外における進出後の支
援サービスを通して、税
務や労務等に関する疑
問を専門家に相談。
あわせて、市場に出回
る模倣品対策として、知
的財産保護関連サービ
スを活用。

ジェトロウェブサイト「国
・地域別情報」や海外ビ
ジネス情報にて進出候
補となる国々の情報を
収集。
あわせて、ジェトロ名古
屋の紹介で、新輸出大国
コンソーシアム事業の
個別課題に対応した専
門家とともに海外展開
の戦略を練る。

米国への進出を決めた
同社は、海外展開の段
階に即し、一貫した支援
を受けられる新輸出大
国コンソーシアム事業
のハンズオン支援に応
募し、採択。
ジェトロ・サンフランシ
スコ事務所によるオン
ライン・ブリーフィング
を受け、現地商習慣等
を学ぶ。

担当専門家同席のもと、
現地パートナー候補企
業と面談を実施。
進出に際して、法務や労
務等の課題を解決すべ
く、海外における支援サ
ービスの一つである中
小企業海外展開支援プ
ラットフォームを活用。
現地パートナー候補企
業の１社と契約し、無事
１号店を出店。

担当専門家の助言をも
とに現地の食文化に合
わせたメニューの開発
に励み、現地の人々にも
好評。
あわせて、ジェトロ・サン
フランシスコ事務所の支
援を受けながら、２号店
の出店計画を練る。

CASE 1

CASE 2

CASE 3

CASE 4

ジェトロの各種サービスをお客様の段階に合わせてご活用ください
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　ジェトロの目的

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、日本の貿易促進と対日直接投資に関する事業の総合的な実施と、開発途上国地域の総合的

な調査研究を通じて、諸外国との貿易拡大および経済協力を促進し、日本の経済・社会のさらなる発展を目指します。

　ジェトロの主な取り組み

❶ イノベーション創出を通じた我が国の経済成長の実現に貢献します
　対日投資の総合的支援機関として、外国企業に対する誘致活動を行うとともに、外国企業の日本拠点設立を支援していま

す。また、海外の資金・人材・技術を活用した我が国スタートアップの海外展開を支援しています。我が国にない先端技術やビ

ジネスモデルを有する優れた外国企業の誘致と我が国スタートアップの海外展開支援を一体的・有機的に推進することで、イ

ノベーション創出による新規市場創造や我が国の経済成長の実現に貢献します。

❷ 日本産農林水産物・食品輸出を支援します
　政府目標である「農林水産物・食品の輸出額2025年に2兆円、2030年に5兆円」の実現と、政府が推進する地方創生に貢献し

ていくため、ジェトロ国内外のネットワークを最大限活用し、品目別輸出団体等との連携や、日本食品海外プロモーションセン

ター（JFOODO）による戦略的な日本産品のマーケティングの継続・強化を通じて、関係省庁と一体となってオール・ジャパンで

農林水産物・食品の輸出に取組んでいます。

❸ 中堅・中小企業等の海外展開を支援します
　中堅・中小企業等の日本からの輸出や海外進出を、ジェトロ内外ネットワークを駆使して支援します。関係機関、自治体等と

連携して、販路紹介、トラブル回避のアドバイス等、企業のニーズや進出段階に応じた支援に加え、海外ビジネスを担うグロ

バール人材の獲得・定着、事業の見直し、第3国展開といった新たなビジネス展開ニーズにもお応えしています。 

❹ 調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に貢献します
　国内外の拠点、海外の地域・産業等に豊富な知見を持つ人材、現地政府・企業・研究機関・国際機関とのネットワーク、アジア

経済研究所における研究成果の蓄積等の強みを活用して調査・分析を行い、最新の海外ビジネス情報を日本企業に広く提供

しています。また、国内外政府への積極的な政策提言活動を通じて日本企業の企業活動や通商政策に貢献しています。

❺ グローバル時代の地方創生に貢献しています
　「地方創生」の実現に向け、ジェトロが有する国内外の政府や自治体・企業とのネットワーク、対日投資や海外展開の経験・ノ

ウハウを最大限生かし、日本の地方と海外を直接つなぐことで、より具体的成果につながる総合的な支援策を提供します。
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●＝JETRO 事業の変遷

　ジェトロの概要

■ 名 称
 独立行政法人　日本貿易振興機構
 Japan External Trade Organization（JETRO）

■ 設立
 2003年 10月１日

■ 代表者
 理事長　佐々木　伸彦

■ 所在地
 〒107-6006
 東京都港区赤坂 1-12-32　アーク森ビル
 電話　03-3582-5511（総合案内）

■ ウェブサイト
 https://www.jetro.go.jp/

■ 事業所数
 〈国内〉本部（東京）
 　　　　大阪本部
 　　　 アジア経済研究所

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）
  　  貿易情報センター 49 事務所・支所
 〈海外〉55 カ国　76 事務所

■ 日本の貿易・投資の推移とジェトロ事業の変遷
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　「地方創生」の実現に向け、ジェトロが有する国内外の政府や自治体・企業とのネットワーク、対日投資や海外展開の経験・ノ

ウハウを最大限生かし、日本の地方と海外を直接つなぐことで、より具体的成果につながる総合的な支援策を提供します。
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資料：財務省、日本銀行から JETRO 作成。
●＝JETRO 事業の変遷

　ジェトロの概要

■ 名 称
 独立行政法人　日本貿易振興機構
 Japan External Trade Organization（JETRO）

■ 設立
 2003年 10月１日

■ 代表者
 理事長　佐々木　伸彦

■ 所在地
 〒107-6006
 東京都港区赤坂 1-12-32　アーク森ビル
 電話　03-3582-5511（総合案内）

■ ウェブサイト
 https://www.jetro.go.jp/

■ 事業所数
 〈国内〉本部（東京）
 　　　　大阪本部
 　　　 アジア経済研究所

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO）
  　  貿易情報センター 49 事務所・支所
 〈海外〉55 カ国　76 事務所

■ 日本の貿易・投資の推移とジェトロ事業の変遷

対外直接投資（フロー）※右軸
対内直接投資（フロー）※右軸
輸出
輸入

■ 組織図
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▶海外

世界に広がるジェトロ・ネットワーク
G L O B A L  N E T W O R K  

▶国内

国内のお客様は
最寄りの国内窓口に

ご相談ください。

＜本部＞
東京都港区赤坂１丁目12-32 アーク森ビル（総合案内 ６階）
TEL ：03-3582-5511

＜アクセス＞
東京メトロ 南北線 「六本木一丁目」 ３番出口 徒歩約１分
東京メトロ 銀座線・南北線 「溜池山王」 13 番出口 徒歩約３分
東京メトロ 日比谷線 「神谷町」 ４B 番出口 徒歩約12 分
東京メトロ 千代田線 「赤坂」 ５番出口 徒歩約12 分
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本部 03-3582-5511
大阪本部 06-4705-8606

北海道 　011-261-7434　 青　森　 017-734-2575　 岩　手　 019-651-2359　 仙　台　 022-223-7484
秋　田 　018-865-8062　 山　形　 023-622-8225　 福　島　 024-947-9800　 茨　城　 029-300-2337
栃　木 　028-670-2366　 群　馬 　027-310-5205　 埼　玉　 048-650-2522　 千　葉　 043-271-4100　
東　京　 03-3582-4953　 横　浜　 045-222-3901 新　潟 　025-284-6991　 富　山　 076-415-7971　
金　沢　 076-268-9601　 福　井　 0776-33-1661 山　梨 　055-220-2324　 長　野　 026-227-6080　
諏　訪　 0266-52-3442　 岐　阜　 058-271-4910 静　岡 　054-352-8643　 浜　松　 053-450-1021　
名古屋　 052-589-6210　 三　重　 059-228-2647 滋　賀 　0749-21-2450　 京　都 　075-341-1021　
神　戸　 078-231-3081　 奈　良　 0742-23-7550　 和歌山　 073-425-7300　 鳥　取　 0857-52-4335
島　根　 0852-27-3121　 岡　山 　086-224-0853　 広　島　 082-535-2511　 山　口　 083-231-5022
徳　島　 088-657-6130　 香　川 　087-851-9407　 愛　媛　 089-952-0015　 高　知　 088-823-1320
福　岡　 092-471-5635　 北九州 　093-541-6577　 佐　賀　 0952-28-9220　 長　崎　 095-823-7704　
熊　本 　096-354-4211　  大　分 　097-513-1868　  宮　崎　 0985-61-4260　 鹿児島　 099-226-9156　   
沖　縄　 098-859-7002

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、貿易・投資促進等を通じ、日本の経済・社会の発展に貢献することを目指す独立行政法人です。

本資料はその活動のうち、主に日本の企業及び在外日系企業の皆様に役立つものをまとめたものです。

東京都港区赤坂１丁目12-32 アーク森ビル
TEL ：03-3582-5511

ムンバイ
アーメダバード

ジェトロ  海外事務所

ジェトロ  国内事務所
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