
 海外ビジネスに 
新輸出大国コンソーシアム 

とジェトロサービスを活用しよう！ 
 

 
2020年3月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
お客様サポート部 海外展開支援課 

             ※2020年4月以降のサービスにつきましては変更になる可能性があります。最新情報をご確認ください。 
 
※海外で提供するサービスにつきましては、あらかじめ各国・地域における新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措
置と入国後の行動制限措置に関する状況について外務省安全ホームでご確認の上お申し込みください。 
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 



問合せ・相談 最適な支援機関や 
支援メニューの紹介、取次ぎ 

コンソーシアム参加支援機関 ジェトロの専門家 

パートナーによるハンズオン支援 
（海外展開を一貫して支援） 

国際協力銀行 

商工中金 中小機構 

商工会議所 
商工会 日本政策金融公庫 

経産省 
政府機関 

地方自治体 
地域支援機関 

日本弁護士 
連合会 

日本行政書士会 
連合会 

JICA 

日本貿易保険 地方銀行・信用金庫 

  新輸出大国コンシェルジュ 
    （企業様窓口） 

新輸出大国コンソーシアム 

   海外展開に関心がある 
  中堅・中小企業様 
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「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を幅広く結集し、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を担っています。 

※どの専門家による支援も、企業が主体的に取り組まれる海外展開
事業を側面的にお手伝いするものであり、専門家が輸出業務等を代
行することはできません。 

個別課題に対応するスポット支援 

新輸出大国コンソーシアム 

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  



・無料でご利用いただけます（審査あり） 
・お申し込み前に「お試し面談」で、ハンズオン支援を体験できます 
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「ハンズオン支援」とは？ 

現地での 
販路開拓 輸出開始！ 海外事業 

計画の作成 現地F/S調査 

支援イメージ 

例）自社製品をタイに輸出したい 

Aパートナー 
大手家電メーカーOB 
バンコクに計10年の 
駐在経験あり。 

重要な局面で 
的確なアドバイスを実施 

国際ビジネス経験豊富な専門家（パートナー）が寄り添って支援します 

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  
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国際ビジネス経験豊富な専門家（パートナー）が寄り添って支援します 

パートナー（約150名を採用予定）の得意とする業種 

• 海外市場の調査方法、商談候補の情報収集方法など海外事業に不可欠な 
  ノウハウを提供します 
• 商談のための海外出張や展示会などにも同席し、必要なアドバイスを提供します 
• 貴社専属のパートナーは面談を実施のうえ、最適な人材をアサインします 
 
 

 担当国・地域 
全世界 
（対応できる専門家がい
る限り、国・地域の縛りが
なくなりました） 

分野 
機械・環境分野 
生活関連分野 
サービス産業分野 
ヘルスケア分野 
クールジャパン・ 
コンテンツ分野 
農林水産・食品
分野 

パートナーによるハンズオン支援 

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  

➡ホームページに活用事例を掲載しています。 
  

新輸出大国コンソーシアムのご利用 



①お申込み 

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  

パートナーによるハンズオン支援 

専用ホームページから、必要事項をご記入しお申込みください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジェトロ ハンズオン支援 申込み 

②審査・面談 
お申し込み後、ジェトロ事務局にて審査を実施いたします。 
書類審査を通過された企業様については、お近くのジェトロ事務所に 
お越しいただき、パートナー候補数名との面談審査を行っていただきます。 

③採択・支援開始 
審査を通過しますと、パートナーによる支援が開始となります。 
※支援期間：～2021年2月末 

※詳細なご利用条件についても上記からご確認ください。 
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 申し込み方法 
受付中 
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「法務」 
 
 

国際取引、海外進出における法務上 
のポイントについての弁護士等による 
支援 

「基準・認証」 
 

 

国際認証等の取得要否、取
得方法などに関する支援 

「貿易実務・商談支援」 
 
 

貿易実務、商談準備・フォ
ローアップ、英文等プレゼン
資料作成、ブランディング、電
子商取引等に関する支援 

「税務・会計」 
 

 

国際取引、海外進出に関する税務・ 
会計についての税理士・公認会計士等
による支援 

「海外展開戦略策定支援」 
 

  

海外展開戦略策定段階に 
おける、SWOT分析等の支援 

個別課題に対応するスポット支援 
個別の課題ごとに専門家がアドバイスを行います（5分野） 

・無料でご利用いただけます（審査なし） 
・2020年4月以降順次開始予定 
・お申込みは最寄りのジェトロまで 
 Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  
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展示会・商談会で使えるサービス 

 
 ■海外戦略策定 
 ■マーケティング 
 ■ブランディング 
 ■英文ウェブサイト 
 ■商談時の英文資料 
 ■英語でのプレゼンテーション 
 ■商談後のフォローアップ 
 ■英文e-mail 
 ■契約交渉、締結 
 ■貿易実務、輸出手続き 
 ■電子商取引（EC) 
 
 
  
  

パートナーによるハンズオン支援 
（一貫して支援） 

 
 

海外出張や商談への同席可能 

個別課題に対応する 
スポット支援 

 
 

海外出張や商談への同席はできませんが、 
出張や商談の準備、フォローアップに 

コンソーシアム活用例 

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved.  

無料 審査なし 

無料 審査あり 
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国際ビジネス経験豊富なアドバイザーを配置 

ジェトロ 
メンバーズ 
（有料） 

 ジェトロの有料サービスをお得なパッケージ
で利用可能 

 信頼性の高い海外の最新情報をお届け
度 

貿易実務 
オンライン
講座 

（有料） 

 実務に直結したジェトロのeラーニング講座 
 目的やレベルに合わせた７講座を用意専
門家 

無料 
面談 

電話相談 

メール相談 

回答は 

即日～5営
業日以内 

お申込は
WEBと 

電話で 

〇分野・地域別にアドバイザーが在籍 
 地域・国： 北米、中南米、欧州、ロシア・CIS、 
          東南アジア、南西アジア、オセアニア、 
          北東アジア、中東、アフリカ 
 分野：   現地輸入規制、貿易実務、EPA 

海外展開について具体的な事業計画をお持ちの企業様には 
パートナー、エキスパートなどの専門家をご案内します。 

ジェトロ 貿易投資相談 検索 

ジェトロ・メンバーズ 検索 ジェトロ 講座 検索 

 
 

ご利用方法 
◆オンラインでのお申し込み◆ 
 24時間受け付けています。初めてご利用の場合は利用者登録が
必要になります。原則として最寄りのジェトロで承ります。 
  https://www.jetro.go.jp/services/advice/ 
 
◆電話でのお申し込み◆ 【平日 9時～12時、13時～17時】 
 所在地が東京の企業様 03－3582－5651   
 所在地が大阪の企業様 06－4705－8606   
 その他の地域        最寄りのジェトロへ  
 

貿易投資相談    



ドイツ（デュッセルドルフ） 

インド（ムンバイ・チェンナイ） 

中国（北京、上海、成都、広州） 

台湾（台北） 

フィリピン（マニラ） 

ベトナム（ハノイ、ホーチミン） 

カンボジア（プノンペン） 

バングラデシュ（ダッカ） 

ミャンマー（ヤンゴン） 

タイ（バンコク） 

マレーシア（クアラルンプール） インドネシア（ジャカルタ） 

米国（サンフランシスコ、シカゴ） 

メキシコ（バヒオ地区、メキシコシティ） 

ブラジル（サンパウロ） 
    （パラグアイ） 

香港 
アラブ首長国連邦（ドバイ） 
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ご利用方法 
①利用対象   
 
②サービス内容 
 
 
 
  

相談対応サービス 
E-mail・電話、現地で個
別面談でお答えします。 

ビジネスマッチング支援 
パートナー候補企業のリス
トアップ、商談アレンジ 

現地協力機関・各種専門
家の紹介・取次ぎ 

ご質問・利用申込は、 
・ハンズオン支援企業：担当コンシェルジュ 
・非ハンズオン支援企業 
  ① 東京都内の企業様：ビジネス展開支援課 
      （platform-bda@jetro.go.jp） 
  ② 東京以外の企業様 
        最寄りのジェトロまで 
 
       
         

海外展開（海外進出・輸出等）を検討する中小企業、すでに海外に拠点を有する中小企業  

※利用無料・審査なし 

https://www.jetro.go.jp/services/platform/ 

国・地域によってコーディネーターの対応範囲が異なります。詳しくはWEBを確認ください。 

中小企業海外現地展開支援プラットフォーム 
海外現地在住の、海外展開支援経験が豊富な弁護士・会計士・コンサルタント等の専門家 

現地での知見や地元政府当局、地場企業等とのネットワークに強みのある専門家（コーディネーター）を 
17ヵ国・地域24ヵ所に配置しています。                      

 
※ ご相談の内容によっては、プラットフォーム・コーディネーターで対応できない場合もあります。 

フランス（パリ） 

mailto:platform-bda@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/platform/
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お客様に代わって海外の情報をお調べします（有料/ジェトロ・メンバーズ会員割引あり） 

 
 

農林水産省補助事業 海外ミニ調査サービス 

■ジェトロ海外事務所が所在する国・地域の調査が可能 
 
■調査期間はお申し込みの正式な成立後おおむね2カ月程度です。 
ただし、調査内容や調査国の情勢等によりさらに見込みよりもかかる場合が 
ございます。 

ご質問・利用申込は、以下の窓口へ 
 

 東京都企業  
 お客様サポート課 海外活動支援班  
    （csa-navi@jetro.go.jp） 
 
 その他の地域の企業 
     最寄りのジェトロ 
 
       
         

mailto:csa-navi@jetro.go.jp
mailto:csa-navi@jetro.go.jp
mailto:csa-navi@jetro.go.jp
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 ジェトロの70を超える海外事務所で現地経済情報を提供します 

 
 

農林水産省補助事業 海外ブリーフィングサービス 

              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 

ご質問・利用申込は、以下の窓口へ 
 

 東京都企業   
 お客様サポート課 海外活動支援班  
    （csa-navi@jetro.go.jp） 
 
 その他の地域の企業 
     最寄りのジェトロ 
 
       
         

海外出張時に、ご利用ください（無料） 

 

 

 

 

 

 

  
 お申込み受付期間 

mailto:csa-navi@jetro.go.jp
mailto:csa-navi@jetro.go.jp
mailto:csa-navi@jetro.go.jp
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お気軽にお問合せください！ 

 新輸出大国コンシェルジュ 
  （企業様の担当窓口） 

      海外展開に関心がある   
     中堅・中小企業様 

何を、どう頼んだら 
よいのでしょうか？ 

まずは、私に 
ご相談ください！ 

問い合わせ・相談 最適な支援の紹介 

●ジェトロ東京貿易情報センター 
 TEL:03-3582-4853  
  または、最寄りのジェトロへ 
 
●「新輸出大国コンソーシアム」事務局  
ジェトロ本部（東京）海外展開支援課 
【お客様専用窓口】 TEL:03-3582-8333 
 

 
Copyright (C) 2019 JETRO. All rights reserved.  

 みなさまのご利用お待ちしております 

tel:03-3582-8333
tel:03-3582-8333
tel:03-3582-8333
tel:03-3582-8333
tel:03-3582-8333
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