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日本貿易振興機構(ジェトロ)

北海道貿易情報センター

ジェトロの海外展開支援について
～ジェトロ事業のご紹介～
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旭川

帯広

函館

■名称 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 

■根拠法 独立行政法人日本貿易振興機構法
（2002年12月13日法律第172号）

■設立 2003年10月1日 前身の日本貿易振興会（特殊法人）は1958年（昭和33年設立）

■事務所数 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 ４５事務所

海外 ５４カ国 ７４事務所

■ジェトロの目的 （独立行政法人日本貿易振興機構法（第3条）より抜粋）

「我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及
びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もって
これらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。」

日本貿易振興機構（ジェトロ）について 2

◎北海道には北海道貿易情報センター（札幌）（地域統括拠
点)に加えて、旭川、帯広、函館に貿易投資相談窓口を各商
工会議所内に設置。

◎輸出促進（農林水産物・食品のみならず機械等）、中堅中
小企業の皆様の海外展開支援、対日投資の促進を実施



JETRO北海道の取り組み 3

• 政府経済見通しでは、2018年は2.5％程度の成長

を見込んでいる中、北海道経済は、一部に弱さが
みられるものの、緩やかな回復基調が続いている。

• しかしながら、北海道は、これまで経験したことの
ない人口減少に直面し、高齢化も進んでおり、人手
不足感も高い。

• 外国人来訪者は好調であるものの、対外経済は予
見困難な状況がつづいている。

基本認識および課題

（３） 外資系企業誘致（対日直接投資）の促進

外資企業の誘致を通じて、北海道の人口流出を防ぐとともに、技術
革新、産業の活性化につなげる。

外資の知恵と資金を活用することで、地域の課題解決と地方創生を
目指す。

道内市町村と協力し、案件の発掘から企業の設立、その後のフォ
ローアップを行い、外資の定着支援を行う。

（１） 農林水産物・食品や機械工業品等の輸出促進

（２） 中堅・中小企業等の海外展開支援

製造業、サービス産業分野など、海外の成長力を取り込むため、海
外に展開する企業を支援する。

「新輸出大国コンソーシアム」による支援機関の連携や、パートナー、
エキスパート、コンシェルジュの総力を結集して事業者を切れ目なく
支援する。

（４） 北海道の実情に沿った貿易・投資事業の実施

道内企業の実情に即した支援を行うため、貿易相談、セミナー等、
ニーズに応じて、きめ細やかな支援を実施する。

ジェトロのサービス、事業を積極的に紹介するとともに、海外に展開で
きる商品力等をもつ企業の発掘する。
海外とのビジネスに携わるグローバル人材育成支援

ジェトロ北海道のとりくみ

北海道、札幌市、経済団体等と連携し、事業を戦略的に実施する。
また、各企業等の準備状況、戦略にあわせて、個別に企業を支援。
海外ビジネスを担う高度人材の採用、育成を支援する。

企業等が保有する知的財産権について、権利化の支援、権利の保護、
権利の活用を促す。

・世界を目指し、未来を担うグローバル人材の育
成支援

・外国人観光客年間500万人および農林水産物・
食品輸出額1,500億円の達成。

①世界に売り込む
北海道の魅力や強みを活かした海外展開
・北海道ブランドの確立と戦略的活用
・グローバル・ネットワークの強化

②世界とつながる
世界と北海道をつなぐ環境づくり
・人材・技術を活用した交流・協力の促進
・国際交流網の拡大・物流機能の強化

③世界と向き合う
世界情勢の変化への機動的で柔軟な対応
・世界を視野に入れた力強い地域経済の確立
・海外展開・交流におけるリスクマネジメント

【北海道の掲げるグローバル戦略】

【北海道を取り巻く環境】



海外ビジネスに取り組む自治体や企業の皆さまのご要望に合わせ、
各種の支援メニューを取り揃えています

ぜひジェトロにご連絡を！海外ビジネス成功を目指す自治体、企業の皆さまの声

貿易投資相談海外ビジネスに関心があるので、話を聞いてほしい

海外事務所での情報提供
（海外ブリーフィングサービス）

海外出張の際に、現地で話を聞いてみたい

バイヤーの招へい、商談会開催
見本市出展アレンジビジネスのきっかけがほしい、商談したい

セミナー開催、講師派遣海外ビジネス情報を地元で入手したい

地元の特産品の輸出可能性を知りたい
（オーダーメイドで調べて欲しい）

簡便な調査
（海外コーディネーター相談サービス、ミニ調査）

受託事業

出張計画の段階から
の相談、歓迎です

WEBサイト、貿易投資相談海外のビジネス情報を入手したい。
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ジェトロの使い方 4

「何から手をつけてよいか
わからない」から承ります
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情報収集
対象国

対象商品
ターゲット

契約条件

契約書

リスク分散

人材育成

輸出支援・海外展開支援

輸出戦略の策定から、商談、契約、フォローアップまで、準備段階に応じてフルサポート

海外に関心を持つ 戦略を策定する 商談に臨む 取引を拡大する

見本市、展示会、ビジネス交流会

専門家による支援（商談同席等）
（産業別： 農林水産・食品、ものづくり、サービス、ヘルスケア、コンテンツ）
（分野別： 貿易実務、高度人材、外国人接遇、電子商取引、基準・認証）

貿易投資相談（事務所での面談、お客様訪問、電話、e-mailなど）、海外事務所における情報提供（ブリーフィングサービスなど）

ジェトロウエブサイトによる情報収集（国・地域別情報、調査レポート）、オンライン貿易実務講座、引き合いデータベース（TTPP)

セミナー（人材育成等）セミナー（貿易実務等）セミナー
（マーケティング、商談スキル､ﾘｽｸ）

セミナー（国別、品目別）

ジェトロ事務所内での資料閲覧（各国ビジネス情報、品目別海外情報、貿易実務、契約書サンプルなど）

専門家による一貫支援サービス
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海外バイヤー招へい、海外における商談会開催
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新輸出大国コンソーシアム ～海外展開支援のワンストップサービス～

海外展開に関心がある
中堅・中小企業様

輸出や海外進出を検討したい
けど、どうしたらよいのか…？

問い合わせ・相談 最適な支援の紹介

新輸出大国コンソーシアム新輸出大国コンソーシアム

コンソーシアム参加支援機関コンソーシアム参加支援機関 個別支援専門家個別支援専門家

① 海外展開フェーズに即した
専門家

① 海外展開フェーズに即した
専門家

➁ 重点産業を支援する専門家➁ 重点産業を支援する専門家

③ 個別課題に対応する専門家③ 個別課題に対応する専門家

国際協力銀行国際協力銀行

商工中金商工中金中小機構中小機構

道内商工会議所
北海道商工会連合会
道内商工会議所

北海道商工会連合会
日本政策金融公庫日本政策金融公庫

北海道経産局
農政事務所、

北海道開発局ほか

北海道経産局
農政事務所、

北海道開発局ほか

北海道、札幌市など地方
自治体、地域支援機関
北海道、札幌市など地方
自治体、地域支援機関

日本弁護士
連合会

日本弁護士
連合会

日本行政書士会
連合会

日本行政書士会
連合会

JICAJICA

日本貿易保険日本貿易保険 地方銀行・信用金庫地方銀行・信用金庫
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新輸出大国コンシェルジュ
（企業様の担当窓口）

おまかせください！
私がご案内いたします！
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道内200社以上が利用

6
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個別支援専門家 準備段階にあわせて

フェーズ１
（海外展開戦略策定段階）

海外に挑むべきかどうか。

フェーズ２
（事業計画作成段階）

何から始めるか

フェーズ３
（計画実行・立上段階）

パートナー探し、契約、実務

（輸
出
）

食
品
分
野

農
林
水
産
・

農林水産・食品分野エキスパート

水産品・農産品・酒類・加工食品等の輸出を個別支援

（輸
出
）

も
の
づ
く
り

ものづくり分野エキスパート

機械・部品 環境・エネルギー、デザイン製品・日用品・ファッション 等の輸出を個別支援

サービス/ヘルスケア/クールジャパン・コンテンツ分野エキスパート

外食・小売・流通・理美容・教育等の進出、医療・バイオ医薬品・健康長寿関連等、映像・音楽・ゲーム・キャラクター・ラ
イセンス等の輸出を支援

段階別に、各国・地域事情、実務に精通した専門家が支援

無料 審査なし

無料 審査なし

無料 審査なし
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重点3分野

ハンズオン支援パートナー

戦略策定から事業計画作成、
計画実行まで一貫して支援

海外展開戦略
策定支援
エキスパート

ＳＷＯＴ分析等の支援

無料 審査あり
（進
出
・輸
出
）

全
産
業

無料 審査なし

（
進
出
）

サ
ー
ビ
ス
分
野

コ
ン
テ
ン
ツ
（輸
出
）

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
・

ヘ
ル
ス
ケ
ア



「高度外国人材の
採用・定着」
エキスパート

海外展開のためのブ
リッジ役となる、高度外
国人材の採用・定着を
支援

「外国人顧客の
接遇」

エキスパート

訪日外国人観光客等
への接遇を通じた、自
社ブランドやサービス
の認知 向上を支援

「電子商取引」
エキスパート

越境ＥＣの仕組み、越
境ＥＣマーケット、電子
決済サービス等を情報
提供・アドバイス

「基準・認証」
エキスパート

国際認証等取得の要
否、取得方法などにつ
いて、個別支援

「国際取引法務
に係る相談弁護士」

国際取引でのトラブル
を防ぐための留意点を
アドバイス

「税務・会計」
エキスパート

国際取引に関する税
務・会計上の課題に対
する助言を提供

「英文貿易実務
指導」

エキスパート

初めて貿易実務に取り
組もうとする企業様の
貿易実務人材の育成
を支援
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個別支援専門家 個別課題に対応する専門家

フェーズ１
（海外展開戦略策定段階）

フェーズ２
（事業計画作成段階）

フェーズ３
（計画実行・立上段階）

全
産
業
（進
出
・輸
出
）

各テーマについて、専門知識を有する専門家が支援します（フェーズ、産業は問いません）

無料 審査なし無料 審査なし

無料 審査なし 無料 審査なし

無料 審査なし
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無料 審査なし

無料 審査なし
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「海外安全対策
Eメール 相談」

海外出張、駐在員派
遣等における安全対
策の悩みに専門家が
メールにて適切に回答

無料 審査なし



韓国の事例
出願日：2014.2.26
指定商品：牛乳、

乳加工食品、菓子等

日本の地名の登録出願例

中国の事例

出願日：2001.3.22
指定商品：ビール等

中国の事例

出願日：2002.7.22
指定商品：食用ゼリー等

大分県日田梨の模倣品
ヤクルトの模倣品

食品の模倣事例

「Yukudo 養楽多」VS「Yakult 益力多」

※上記のものはいずれも異議申立により拒絶になっているが、異議申立が無ければ、登録になっていたものである。
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【知財の権利化から活用までの一貫した支援】

権利化支援

権利保護・侵害対策

権利活用／ベンチャー支援

■商標先行調査・相談
■外国出願（特許、商標等）補助

■模倣品対策・相談／セミナー等の啓発活動
■国際知的財産フォーラム（IIPPF）各種事業
■冒認商標取消・無効化係争支援
■防衛型（訴えられた場合）侵害対策支援
■営業秘密侵害対策

■ジェトロイノベーション事業
■知財活用等海外プロモーション事業
■オープンイノベーション事業
■地域団体商標の海外展開

ジェトロの知的財産分野の取り組み 10
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道産食品輸出塾

輸出に取り組む道内事業者を対象に、戦略策定、商談準備を支援するとともに、商談機会を
提供、成約、商流の構築を目指すとりくみ。

11

情報収集

戦略策定

商談機会

フォローアップ
プロモーション

現地市場セミナー、現地市場調査

マーケティング・商談資料作成支援、
貿易実務セミナー（貿易実務、書類作成）

国内商談会、海外商談会等

商談フォローアップ、セールスプロモー
ション

１．対象国・地域：台湾、香港、マレーシア
２．事務局 ：道産食品輸出塾事務局（JETRO北海道、フード特区機構）
３．協力 ：北海道、札幌市など

新
輸
出
大
国
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

に
よ
る
個
別
支
援
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JETRO北海道の取り組み（主な事例）（2017年度）
◎輸出・販路拡大

ベトナム販路拡大 ロシアとの経済交流拡大 地域団体商標海外展開支援

12

ベトナムに向けた道産食品販路拡大
の取り組み。北海道商工会議所連合
会、札幌商工会議所、北海道、札幌
市、JETRO等で連携して取り組み。
4月 ベトナムコンビニ連携セミナー
6月 商談準備セミナー
7月 マーケティング講座
8月 北海道PRセミナー（ホーチミン）
8月 FOOD北海道（バイヤー招へい）
9月 ベトナムセミナー、個別相談会
11月 北海道フェア・商談会

（ホーチミン）
18年1月 フォローアップセミナー、

相談会

(16年10月) ロシアセミナー
7月 イノプロム（産業総合博覧会、

エカテリンブルグ市）のジャパ
ン・パビリオンに北海道ブース
を設置（27社参加）

8月 ロシアビジネス勉強会
9月 ビジネス交流会（札幌）
18年1月 有力者招へい

道内ヘルスケア産業関係者と
交流会開催

地域団体商標の国際展開実証事業
として「東川米」および「大雪旭岳源
水」（いずれもJAひがしかわ）のプロ
モーションを実施。
JAひがしかわ、東川町でブランド推進
委員会結成。
17年12月 サハリン州ユジノサハリン

スクにおいて、東川米の
PR、レシピを紹介。

・18年2月 東川米をサハリン州に輸
出（1.2t)
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JETRO北海道の取り組み（主な事例）（2017年度）
◎対日投資／地方創生

外資系企業誘致 JETRO羊蹄輸出協議会 アジア貿易振興フォーラム

・観光、食・バイオ産業、IT・データ
センター等を対象に実施。

・潜在的投資企業に対するプロモー
ションおよび北海道への招へいを
実施。

・道内市町村を対象に、外国企業誘
致研修会を開催。

・香港において高橋知事によるトップ
セールスを実施（18年1月）
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アジア地域の貿易振興機関のトップ
が集まるCEO会議を21年ぶりに日本
で開催。
・期日：17年10月5日
・場所：北海道洞爺湖町
・出席：貿易振興機関20機関
・全体会合、分科会（eコマース、人材

育成、イノベーション創出）を開催
・北海道セッションおよび交流会では

高橋北海道知事、児嶋北海道経産
局長、青山室蘭市長ら出席。

・道内企業も視察。

羊蹄地域における輸出促進と夏のイ
ンバウンド増加の取り組み。
【輸出促進】
個別企業に専門家派遣するとともに
以下の事業実施
7月5日 輸出マーケティング講座
8月3日 商談準備セミナー

8月28日 海外食品バイヤーとの交流会
【夏季インバウンド増】
9月21～23日 トラベルマート展出展
10月23～26日 外資系旅行会社

（5社）招へい



ジェトロ北海道貿易情報センター（ TEL ： 011-261-7434 ）
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター9階

☆旭川相談窓口 （ Tel：0166-29-1911）
〒070-8540 旭川市常盤通1丁目 道北経済センター3階（旭川商工会議所内）

☆函館相談窓口 （Tel：0138-21-4022）
〒040-0063 函館市若松町7-15 函館商工会議所ビル3階

☆帯広相談窓口 （Tel：0155-20-3076）
〒080-8711 帯広市西3条南9-1 帯広経済センタービル5階（帯広商工会議所内）

メールマガジン「ジェトロ北海道メールニュース」（無料）～月2回程度配信
ジェトロ北海道のイベントをご案内していますので、ぜひご登録ください！
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hokkaido/mail.html

★お気軽に、最寄のジェトロまで！

ジェトロの連絡先

ジェトロのウェブサイト https://www.jetro.go.jp/
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