
５．「販路開拓・海外展開」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

海外展開のための支援事業者活用促進事業（JAPANブランド育成

支援等事業）
https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_06.mp4

連絡先　地域ブランド連携推

進室

℡:022-221-4923

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業 https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画

https://www.tohoku.meti.go.j

p/somu/yosan/topics/downl

oadfiles/2022/01_05.mp4

連絡先　地域ブランド連携推

進室

℡:022-221-4923

知財総合支援窓口 https://www.tohoku.meti.go.jp/

展示会出展支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

首都圏等で開催される展示会への出展費用の一部を支援します。 連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

医療分野参入促進事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

医療分野の参入を目的とした試作開発等に要する費用の一部を支援します。 連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

高度電子機械産業　国際認証取得奨励金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

高度電子機械産業の重点市場分野である「航空機」及び「医療・健康機器」分野

において、国際認証を取得した県内中小企業に対し、奨励金を交付します。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

金属粉末積層３Dプリンター利用補助金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

付加価値の高い工業製品を創出できる「金属粉末積層３Dプリンター」の県内企業

による活用を図るため、試作開発等のための金属３Dプリンターの利用に要する経費

の一部を支援します。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

新技術・新工法研究開発促進事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

企業の新技術・新工法研究開発を促進するため，競争的資金申請や展示商談会

出展の前段階を，産業技術総合センターとの「プレ共同研究」により支援します。

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

製品開発力強化支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

自動車構成部品の性能の分析や仮想ニーズ検討等を通じ、地元企業の製品開

発・提案力の向上のための支援を行います。

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

小規模事業者伴走型支援体制強化事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

商工会・商工会議所を通して，小規模事業者に対し支援を行います。

　・商談会への参加に係る出展費用補助

　・販路開拓に必要な助言・指導を行う専門家派遣

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2742

新商品特定随契制度認定事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

優れた新商品を生産又は新役務を提供し，新たな事業分野の開拓を図ろうとする

中小企業等を支援するため，その商品を県が随意契約で購入できるよう認定する制

度です。

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2745

海外市場向けオンライン販路開拓支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hojojigyou-index.html

宮城県食品輸出促進協議会と連携し、県産品販路開拓コーディネーターによる貿

易実務等の個別相談やマーケティング経費の補助等、スタートアップを重点的に支援

します。

・地域産品輸出促進助成事業補助金

・課題解決型輸出拡大バリューチェーンモデル構築補助金

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2346

ASEANビジネスアドバイザリーデスクによる支援
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支援施策概要

東北経済産業局
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中小企業者が、優れた素材や技術等を活かした自社の製品やサービスについて、新

たに展開を目指そうとする国等に関する市場調査、専門家招聘、新商品・サービス・

デザイン開発、展示会出展等を実施することにより、海外のマーケットで通用する商品

力・ブランド力を確立し、新たな海外販路の開拓を支援します。

優れたコンセプトや魅力的な地域資源を保有している中小企業者等の製品につい

て、越境ＥＣを積極的に取り入れたブランディング、プロモーション等を実施することに

より、海外のマーケットで通用する商品力・ブランド力を確立させ、新たな海外販路の

開拓を支援。

5－1

5－2

連絡先　知的財産室

℡:022-221-4819
5－3 各県に設置されたワンストップ窓口が、アイデア段階から事業展開までの幅広い知的

財産の多様な課題解決を支援します。
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補助金・助成金等

専門家によるアドバイス
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機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

ASEAN地域における販路開拓・企業進出等を支援します。

・対象国：ベトナム，マレーシア，インドネシア，シンガポール

・原則無料

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

海外事務所による支援（韓国ソウル・中国大連） https://japan-miyagi.jp/

県内企業の韓国・中国における活動を支援します。 連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

みやぎグローバルビジネスアドバイザー（GBA）相談事業
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/index02.html

「みやぎグローバルビジネスアドバイザー」として登録している，海外ビジネス展開に必

要な専門知識を有するエキスパートが、県内企業のグローバル展開をサポートします。

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

宮城県海外販路開拓支援事業補助金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r3hanrohojyo.html

県内製造業・情報通信業者等に対し、商談会への出展や企業資料の翻訳等に係

る経費の助成を行います。

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962
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機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

中小企業販路開拓総合支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/hanrosougo

中小企業者の製品等について、試作開発や製品改良等による製品化段階から上

市に至るまでを一貫支援し、総合的に販路開拓を促進するため、外部専門家等を

活用し、国内外におけるマーケティング調査（市場投入支援）や営業力向上に向け

た助言（営業力向上支援）、更にはそのコネクションをいかした取引機会の提供

（引合せ支援）等を行います。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

取引拡大チャレンジ支援事業

県内製造業者の取引拡大を図るため、県内外の発注企業と県内受注企業が一堂

に会する取引商談会等を開催するほか、機構が取引あっせんした県外企業に対する

営業活動の費用の一部を補助します。

連絡先　産業経営支援部取

引支援課

℡:022-225-6637

販路開拓エコシステム推進事業

https://www.city.sendai.jp/ki

kakushien/hanrokaitaku/miy

akonomorisendai.html

販路開拓に強みを持つ複数の関係機関が連携して、地域ブランド「都の杜・仙台」参

画事業者の販路開拓を支援します。

連絡先　経済局産業政策部

中小企業支援課

℡:022－214-1003

仙台市輸出入チャレンジ支援助成金 https://www.city.sendai.jp/jigyosui

shin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien

/challenge.html

仙台市内に本社を置く中小企業者が海外との取引に挑戦するに際し、１．国際見

本市等への出展・初回輸出・ECに係る経費、２．海外からの初回サンプル輸入経

費、３．アプリケーションのローカライズに係る経費を助成します。

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022－214-1005

仙台‐タイ経済交流サポートデスク事業 https://www.city.sendai.jp/jigyosui

shin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien

/kaigai/support.html

市内企業等のタイへの販路開拓を図るため、タイ・バンコク都に「仙台-タイ経済交流

サポートデスク」を設置し、タイへの製品・技術等の販路開拓を希望する市内企業等

の個別の相談に乗りながら、それぞれのニーズに合わせた支援を行います。

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022－214-1005

新しい生活様式に対応した販路開拓支援事業

東北の新しいみやげを表彰する「新東北みやげコンテスト」の開催、販路開拓コーディ

ネーターによるバイヤーとのマッチング等の支援、オンライン展示商談会の開催などを行

います。

連絡先　経営支援部経営支

援課

℡:022-724-1122

東北地域ものづくり企業連携事業

独自技術等を有し、広域での事業展開に意欲的な東北の企業を対象に、東北域

内或いは首都圏など他地域との広域連携を支援します。

連絡先　総務部総務企画課

℡:022-724-1212

グローバルUIJ促進事業

動画

https://youtu.be/5pjpCNEyp

6M

連絡先　経営支援部人材確

保支援課

℡:022-724-1116

J‐GoodTech（ジェグテック）
https://jgoodtech.jp/pub/ja/

Webマッチングにより新規取引先の獲得をお手伝いします。大企業（約560社）、

海外企業（約7,600社）、中小企業（約19,000社）が登録されており、企業情

報の発信・検索、直接の商談や情報交換ができます。また、中小機構のコーディネー

ターが企業間マッチングのサポートを行うとともに、中小機構主催又は関係機関と共催

する展示会・商談会などと連携して商談の機会をご提供します。

連絡先　企業支援部支援推

進課

℡:022-399-9031

販路開拓コーディネート事業
https://www.smrj.go.jp/sme/enhan

cement/hands-on/01.html

新市場に進出する希望を持つ中小企業に対し、マーケティング企画の立案支援とプ

レゼン資料の作成支援を行います。また、想定市場におけるテストマーケティング支援

を行います。その他、販売力強化を含めたフォローアップを行います。

【募集時期】常時募集中　【利用料】4,200円から

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

海外展開ハンズオン支援事業（無料）
https://www.smrj.go.jp/sme/overse

as/consulting/advice/index.html

海外輸出や現地法人設立等に関する実務や規制対応、計画策定といった課題や

お悩みに対して、海外ビジネスの実務経験豊富な専門家が「無料」で「何度でも」アド

バイスします。

※アドバイザーによる海外現地同行支援（有料）

継続的に海外展開ハンズオン支援をお受けいただいている中小企業者に限って、海

外現地での事前調査等を実施する際に、日ごろご相談いただいている専門家が海外

現地に同行して調査のお手伝いをします。

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

日本での就業を希望する方や海外の現地法人への就業を希望する方を対象にした

合同企業説明会を海外で開催します。
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