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2019 年度 

中小機構 ビジネスミッション事業 中小機構提案型 

（タイ 医療機器・関連分野）

医療機器・関連分野でタイへの進出を検討する中小企業者のみなさまの、 

現地調査及びビジネスマッチング、ビジネスマッチングサイトでのプロモーションを支援します！ 

【公募要項】 

 

2019 年 4 月 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

【受付期間】 

2019 年 4 月 10 日（水）～2019 年 5 月 10 日（金） 17 時（必着） 

＊上記受付期間内に郵送にて受付いたします。 

【公募申請書類提出先】 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 5 階 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課 タイ・ビジネスミッション事業事務局 

【問い合わせ先】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課 （タイ・ビジネスミッション担当） 

電話：03-5470-2375 ＜受付時間：10 時～17 時（土日祝日を除く）＞ 

E-mail： ceo-network@smrj.go.jp

＊本公募要項は、中小機構ホームページからダウンロードできます。 

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

https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/strategy/index.html
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本事業は、海外展開（輸出、販売・製造拠点設立、業務提携等）を志向する中小企業者に対し、

中小機構が運営するビジネスマッチングサイト「J-GoodTech」の特設サイトを活用した外国語による

海外企業への情報発信及び現地派遣支援（現地調査支援・マッチング支援）を実施することにより、

中小企業者の海外展開を促進することを目的としています。 

 

 

 

 

（１） ビジネスマッチングサイトでのプロモーション 

 「J-GoodTech」上に、海外向け PR 用特設ページを開設し、技術情報（シーズ）やセールスポイント

など、海外企業に向けた用途提案やグループ提案につなげるための情報発信を支援します。 

 

（２） 現地調査及びマッチング支援 

 現地での市場環境・事業環境の調査、ビジネスモデルの検証等を支援します。さらに、ビジネスパ

ートナー候補の探査や事業提携の実現可能性確認等のための面談機会を提供します。 

 

  

１．中小機構 ビジネスミッション事業について 

1.1 事業の概要 
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当プログラムは、「医療機器・関連分野」で、「タイへの進出」 を具体的に検討する中小企業者の

皆さまに対して、中小機構がビジネスマッチングサイト「J-GoodTech」上でのプロモーション、現地調

査及び現地でのビジネスマッチングを支援することで、当該海外展開計画の実現を後押しすることを

目的としています。 

＜プログラムの全体像＞ 

①【渡航前】J-GoodTech／T-Goodｔech を利用したタイ企業向け PR 支援

J-GoodTech／T-Goodｔech 上に特設ページを開設し、ミッションに参加する中小企業者の技術

情報やセールスポイント等を掲載することで、タイ企業への PR を支援。 

②【渡航中】 タイグループミッションにおける各種サポート

機構の専門家・職員が帯同し、現地での情報収集・商談をサポート。現地までの航空券を中小機

構が手配し現物支給するほか、商談に必要な通訳についても中小機構が手配。

③【渡航後】 タイグループミッション終了後の商談フォロー

現地で行った商談については、帰国後も中小機構の専門家が中心となってフォローし、成約へと

繋げていく。

 2019 年 7 月 7 日（日）～2019 年 7 月 13 日（土） （移動日を含む） 

＜現地プログラム（案）＞ 

プログラムは一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

【午前】 【午後】

07月07日（日） （移動日） 結団式

07月08日（月） 現地セミナー（規制・認証・流通制度等） タイ企業との交流会

07月09日（火） タイ企業・関連施設・団体等視察① タイ企業・関連施設・団体等視察②

07月10日（水）

07月11日（木） タイ医療機器関連企業とのビジネス商談会②
Option1: Medical Devices ASEAN 2019 視察
Option2: 個別企業訪問

07年12日（金）
Option1: Medical Devices ASEAN 2019 視察
Option2: 個別企業訪問

ラップアップミーティング・解団式

07月13日（土）

プログラム案

タイ医療機器関連企業とのビジネス商談会①

（移動日）

日程

2. タイ 医療機器・関連分野プログラムについて

2.1 プログラムのねらいと全体像 

2.2 現地渡航スケジュール 
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＜現地プログラム詳細（案）＞ 

（１） 現地セミナー 

 タイへの進出計画を具体化するに当たって必要となる、医療機器・関連分野における「政策動向」

「外資・輸出入関連規制」 「各種認証手続き」「流通制度」等への理解を深めるべく、講師 3 名程

度を招き、現地セミナーを実施。 

 

（２） タイ企業との交流会 

 過去に中小機構が主催した医療機器 CEO 商談会で、企業招聘に協力いただいた「タイ医療機器

技術協会(THAIMED)」や「タイ工業連盟医療健康機器製造業部会（MeDIC）」等と連携し、タイ企業

を招いての交流会を開催。 

 

（３） タイ企業・関連施設・団体等視察 

 自社製品・技術の導入可能性等を把握すべく、現地の主要医療機関や、医療機器メーカーへの

視察を実施。 

 

（４） タイ医療機器関連企業とのビジネス商談会 

 事前マッチングによる一対一形式の商談会。1.5 日・最大 9 コマの商談を予定。 

 

（５） 個別企業訪問（（６） 展示会視察との選択制） 

 現地渡航中の商談等を通じて、具体的な成約が見込まれる事業者については、タイ企業への個

別訪問を可能とします。なお、現地渡航前の所定の期日までにお申込があった場合、現地での移

動に係る車両等の手配については中小機構が行いますが、費用については参加者の自己負担（現

地で各自お支払い）となります。 

 

（６） 展示会 Medical Devices ASEAN 2019 視察（（5） 個別企業訪問との選択制） 

毎年 100 以上の医療関連企業が出展し、4,000 人超の医療専門家を集める展示会を視察し、

出展者との情報交換や商談等を行います。 出展内容は、最新の手術器具、検査機器、整形外科

用器具、整形外科＆障害補助器具、消耗品など多岐に渡ります。 
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当プログラムの実施に当たり、中小機構では以下の支援をします。 

 

（１） 【渡航前】 J-GoodTech 特設サイトにおけるタイ企業向けプロモーション 

・企業情報等をタイ語に翻訳し、J-GoodTech 特設サイトに掲載することで、タイ企業へのプロモ

ーションを支援します。 

 

（２） 【渡航中】 日本-タイ（バンコク）間の往復航空券、現地借上バス 

   ・日本-タイ（バンコク）間の往復航空券を中小機構が手配（※）します。 

※参加者は 1 事業者につき 2 名までとします。また、中小機構が指定する経路の往復航空券

（エコノミークラス）を中小機構が 1 事業者につき 1 名分のみ手配し、現物支給するものとしま

す。ただし、ビジネスクラス等へのアップグレードをする場合の差額は参加者の自己負担となり

ます。なお、宿泊については、中小機構が指定するホテルを一括で手配いたしますが、費用

は参加者の自己負担となります。 

   ・現地での移動に必要な借上げバスを中小機構が手配します。 

 

（３） 【渡航中】 情報収集に向けた現地調査のアレンジ 

   ・タイへの進出計画を具体化するに当たって必要となる情報の収集に向け、中小機構が「現地

セミナー」「タイ企業との交流会」「タイ企業・関連施設・団体等視察」をアレンジいたします。 

 

（４） 【渡航中】 タイ医療機器関連企業とのビジネス商談会のアレンジ 

   ・タイで医療機器及び関連事業を営む企業との一対一形式のビジネス商談会を中小機構がア

レンジいたします。必要に応じて、中小機構の専門家が同席し、商談をサポートします（専門家

の謝金や旅費は全額、中小機構が負担します）。 

   ・一対一形式のビジネス商談会では、中小機構が通訳を手配いたします（通訳費用は全額、中

小機構が負担します）。 

 

（５） 【渡航後】 現地でのビジネス商談会のフォロー 

   ・現地での商談結果を踏まえ、中小機構の専門家が必要なアドバイス等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 中小機構による支援内容 



   

p. 7 
 

 

 

 

（１） 本事業による情報提供やアドバイスに関して、採択事業者に損害が生じても、中小機構はその

責任を一切負いません。すべて採択事業者の責任で活用してください。 

（２） 中小機構は契約の交渉や取引先・関係機関等との交渉の仲立ちはしません。 

（３） 海外現地において治安の急激な悪化など、渡航の安全を著しく損なう事象が発生した場合、 

また発生する可能性があると中小機構が判断した場合は、海外調査の延期または中止をさせ

ていただく場合があります（外務省渡航注意情報等の情報に基づき判断します）。 

（４） 刑事事件により告訴され、または国や地方公共団体などと係争等をしている場合、及び法令

違反が発覚した場合は、採択後であっても支援を中止する場合があります。 

 

  

2.4 支援内容に関する注意事項 
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下記を全て満たすこと。 

（１） 次の（ア）から（ウ）のいずれかに該当する者であること。

（ア） 中小企業基本法上の中小企業者。法人格の有無は問わない。

＊詳細は中小企業庁の Web サイトでご確認いただけます。 

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

（イ） 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に規定する事業協同組合、事業協同

小組合、協同組合連合会または企業組合

（ウ） 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に規定する協業組合

（２）「みなし大企業」でないこと（次の（ア）から（ウ）のいずれにも該当しないこと）。

（ア） 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している

中小企業

（イ） 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企

業

（ウ） 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企

業

（３） 中小機構反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的勢力に該

当する者でないこと。

（規程のリンク https://www.smrj.go.jp/doc/org/response_regulations.pdf）

業種分類 中小企業基本法の定義 

製造業 その他 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人 

卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 

小売業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人 

サービス業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 

3. 応募手続き

3.1 応募要件 

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
https://www.smrj.go.jp/doc/org/response_regulations.pdf
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（４） 支援終了後、中小機構が求めるアンケートやヒアリング、事例集作成に協力すること。 

（５） 医療機器・関連分野において、タイへの進出（工場設立・販売会社設立・製品等の輸出（直接

及び間接） 等）を具体的に計画していること。 

 

 

 

後述「3.6 応募書類」で定める書類を以下「応募書類送付先」宛に簡易書留にてご送付ください。

なお、封筒には「ビジネスミッション事業（タイ 医療機器・関連分野） 申請書在中」と朱記してくださ

い。 

 

＜応募書類送付先＞ 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3 丁目 5 番 1 号 虎ノ門 37 森ビル 5 階 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 販路支援部販路支援課  

タイ・ビジネスミッション事業事務局 

 

 

 

受付開始 2019 年 04 月 10 日 （水） 

締   切 2019 年 05 月 10 日 （金） 17 時（必着） 

 

 

  

採択予定者数は 20 事業者を予定しています。ただし、予算、申請状況に応じて変更する事があ

ります。 

 

 

 

（１） 電子メール、ファックスによる申請や、持ち込みでの申請は受付できません。 

（２） 応募書類の内容を確認するために、電話等によるヒアリングをさせていただく場合があります。 

（３） 応募書類は審査結果に係らず、あるいは申請取り下げの場合であっても、返却しません。 

（４） 申請内容及び本支援に関連する資料等については、中小企業庁及び審査委員会等の審査

構成メンバーに共有します。 

（５） 応募や採択の状況については数値処理をしたうえで統計資料として公表することがありますが、

応募書類は、採択審査評価及び成果評価の目的にのみ利用し、個別に情報を公表することは

ありません。 

（６） 本事業でお伺いする個人情報については、中小機構からの連絡と本事業の円滑な遂行及び

改善のための分析に利用します。収集した情報については、法令に基づく開示要求があった場

3.5 応募にあたっての注意事項等 

3.2 応募方法 

3.3 受付期間 

3.4 採択予定者数 
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合、本人の同意があった場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者には提供しませ

ん。また、企業者情報については中小機構として守秘義務が課せられています。 

（７） 応募書類の内容に虚偽があった場合、採択後であっても支援を中止する場合があります。 

 

 

 

 以下の書類一式を同封の上、簡易書留にてご送付ください。なお、下記（２）～（４）については写し

（コピー）でも結構です。 

 

（１） 公募申請書（所定様式） 

（２） 財務諸表（直近 3 期分）：貸借対照表・損益計算書・販管費明細 

（３） 事業概要及びパンフレット、製品カタログ 

（４） 組織図（役職と氏名がわかるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 応募書類 
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以下のポイントに基づき審査を行い、採択事業者を選定します。 

 

（１） 経営陣のコミット 

（２） 財務の健全性 

（３） 海外展開の準備状況 

① 海外展開経験 

② 現地の法制度や規制の把握 

③ 対象国への進出意義 

④ 対象国への進出計画の妥当性・実現可能性 

⑤ 人員体制の整備状況 

（４） 政策的支援意義 

 

  

 

応募書類による書面審査を行い、有識者等により構成される審査委員会での審査を経て、採択

決定されます。なお、審査の過程で、追加で資料等の提示をお願いすることがあります。 

 

 

 

審査結果（採択・不採択）については、後日、中小機構より申請者あてに書面にて通知します。 

審査結果の通知：2019 年 5 月末目途 

＊採否の理由等についてのお問い合わせには一切応じられません。予めご了承ください。 

 

 

以 上 

4. 採択事業者の選考方法 

4.1 審査のポイント 

4.2 審査方法 

4.3 審査結果 


