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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤（にとう）です。
広島校だより 6 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima
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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構の海外展開支援のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構では、中小企業大学校での研修をはじめ、相談会の開催やマッチ
ング支援、情報提供事業などを通じて、中小企業の皆様の海外展開を支援
しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【中小企業大学校の海外展開研修】
2018 年度は関西校と東京校で、中小企業の海外展開や国際化人材を育成す
ための研修を開催します。経験豊富な講師による、演習を交えた充実の研
修内容で、実務に役立つ知識・スキルを習得します。
＜関西校＞
◆海外取引の貿易・契約実務研修（7 月 24 日～26 日）
http://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2018/frr94k000000g0gy.html
◆初めての海外進出の考え方・進め方（11 月 21 日～22 日・神戸会場）
http://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2018/frr94k000000h3ls.html
＜東京校＞
◆海外取引のための商談と英文契約の進め方（10 月 23 日～25 日）
http://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2018/frr94k000000k90j.html
◆海外事業の拡充と見直しの進め方（11 月 28 日～29 日）
http://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2018/frr94k000000k9jl.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【SWBS 海外ビジネス相談会 in 神戸 2018】
～海外展開のお困りごと解決＆販路開拓～
「海外展開に挑戦してみたけれど上手くいかない」
「海外展開の必要に迫ら
れているけど進め方が分からない」という方を対象として、セミナーと相
談会を開催します。実務的なことでお困りの方は、ぜひお越しください！
https://swbs.smrj.go.jp/event/18822/
◆日時：2018 年 6 月 27 日(水) 13:00～17:00
◆会場：神戸市産業振興センター（JR 神戸駅より徒歩約 5 分）
※詳しくは SWBS ウェブサイトよりご案内しております。
参加申込フォームより事前申込の上ご参加いただけますと幸いです。
-----------------------------------------------------------------SWBS は中小機構が運営する海外ビジネス総合情報サイトです。海外展開に
必要な情報とパートナー探しの場を提供しています。
https://swbs.smrj.go.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【中小機構中国本部 海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。6 月の相談会は次のとおりです。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/overseas_consulting/index.html
6 月 11 日(月)
6 月 12 日(火)
6 月 18 日(月)
6 月 19 日(火)
6 月 25 日(月)

中小機構中国本部(広島)
岡山大インキュベータ
中小機構中国本部(広島)
岡山商工会議所
中小機構中国本部(広島)

製造業・越境 EC
製造業
ブランディング構築
ブランディング構築
製造業

◆中小機構中国本部国際化支援課の電話番号が変わりました◆
＜新＞電話番号：０８２－５０２－０７３５
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【海外ビジネスナビ ～中小企業のための役立つ情報サイト～】
海外展開を検討・実施している中小企業の皆様に、海外での事業展開に関
する実務情報・取組事例の情報を掲載しています。
海外展開に関するノウハウや、各国の動向をまとめたレポートも掲載し、
「課題別」
「国別」「分野別」での情報の検索も可能です。
http://biznavi.smrj.go.jp/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ２．研修のご案内（2018 年 7 月開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7 月 10 日(火)～7 月 12 日(木) ＜3 日間＞
[18-14] 成果を上げる営業交渉術
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000es21.html
【研修の概要】
顧客に信頼され顧客の悩みを解決できる営業員（＝できる営業員）のあり
方、営業管理者が行うべき部下の育成方法を演習を交えて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7 月 11 日(水)～7 月 13 日(金) ＜3 日間＞
[18-15] 成功するための経営戦略の策定とその実践
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000epiz.html
【研修の概要】
経営のシナリオである経営戦略の意義やその策定プロセスを理解し、自社
の経営戦略策定に取り組みます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7 月 24 日(火)～7 月 25 日(水) ＜2 日間＞
[18-18] 社内を活性化する IT 活用
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000etfj.html
【研修の概要】
人手不足の問題を解消し、組織の活性化・生産性向上のために活用できる
IT の導入の進め方や利用方法を、事例研究を交えて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7 月 30 日(月)～7 月 31 日(火)、8 月 29 日(水)～8 月 30 日(木)
＜※インターバル研修・全 4 日間＞
[18-19] 売れる顧客が見える！攻めの営業計画の作り方
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000etj2.html
【研修の概要】
顧客の行動や気持ちの流れを見える化（数値化）する方法を学び、そこか
ら効果的な営業戦略と営業計画を作成します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ３．その他のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【インバウンドビジネスセミナー～地域事例に見る最新動向～受講者募集】

外国人観光客の最新の購買状況に対応する事例などについて学びます。
◆日時：2018 年 7 月 12 日(木) 13:30～16:30
◆会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36）
◆講師：櫻井 亮太郎 氏（株式会社ライフブリッジ）
申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-51.html
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL： 082-278-8032 E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営アドバイス・窓口相談】
経営上の課題を相談できるアドバイスコーナーを中小機構中国本部と岡山
大インキュベータに設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html
-----------------------------------------------------------------【岡山大インキュベータ入居者募集】
岡山大インキュベータの入居者を募集しています。岡山大学など地域の大
学・研究機関が保有する研究シーズや地域資源を活用し、地元企業との連
携により、起業意欲の醸成から事業化までの様々なステージで、新しいビ
ジネスの創出・成長・発展を支援します。
http://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ビジネスマッチングシステム『ジェグテック』登録企業募集のご案内！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『J-GoodTech(ジェグテック)』は、国の機関である中小機構が運営する日本
の中小企業と国内大手企業、海外企業、中小企業同士をつなぐＢtoＢ(企業
間取引)向けのマッチングシステムです。
【登録無料】
会員登録いただくと、全国の大手企業や中小企業、海外企業からニーズ情
報を受けることができ、また、自社のニーズを発信することもできます。
貴社の販路開拓のため、ぜひご利用ください。
◆ジェグテックの詳細や会員登録はこちら
〔中国地域〕
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html
〔四国地域〕
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/shikoku/sme/jgoodtech/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★ ご利用ください！受講料助成制度 ★

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
多くの皆様にご活用いただいている国の「人材開発支援助成金」のほか、
広島校の研修を受講するにあたり利用可能な受講料等の助成制度を実施し
ている自治体や商工会議所・商工会等があります。
◆地方自治体・商工会議所・商工会等の助成制度について
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/aid/index.html#01
2018 年度より新たに山口県岩国市で制度が創設されました。研修を受講さ
れる前にチェックして、ぜひご活用ください！
「岩国市中小企業人材育成支援事業費補助金」
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/38/27262.html
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■当メールを、お知り合いの方などに転送し広めていただけると幸いです。
皆様のご受講を心よりお待ちしております。
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
********************************************************************
編集・発行：中小企業大学校 広島校
〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5
TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201
********************************************************************

