以下のような支援を実施しています。詳細はホームページをご参照ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/

東京都の中小企業制度融資と支援機関の海外展開サポートで中小企業を一貫支援

70 カ所を超える海外事務所ならびに約 50 の国内拠点からなる
国内外ネットワークをフルに活用し、中小企業の海外展開を支援

貿易実務オンライン講座

セミナー・講演会
ビジネス・サポートセンター
見本市・展示会
海外ミニ調査

貿易実務の基礎的用語から体系的な実務の流れまでを学習する「基礎」、貿易実務の専門知識を
深めコスト削減やリスク回避などを学習する「応用」
、「英文契約」
「中国輸出ビジネス」、
「初心者に必要な貿易ノウハウ」等の講座を実施
国内外のネットワークを駆使したジェトロならではの最新の国際ビジネス情報を提供
海外現地でのオフィススペースの提供と総合的なコンサルティングで海外ビジネスをサポート
（ベトナム、インド、ミャンマー）
中小企業を対象に見本市・展示会への出展支援を実施
東京都との連携により、参加費用を軽減
企業照会や店頭小売価格調査等、海外取引の足がかりとなる現地の基本的な情報をジェトロ海外
事務所が調査

※ 本事業での利用の場合、支援経費累計が５０万円となるまで無償で利用できる支援があります。

海外展開に対する自社の構想を取りまとめるためのプラン策定支援を実施

ビジネスマッチング支援

商社へのマッチングや海外展示会出展への同行など、海外販路ナビゲータが海外市場へ向けた
支援を実施

ニッチトップ育成支援

中小企業者が得意分野における世界的地位を確保できるよう、高度な知的財産戦略の策定・
実行に向け、継続的な相談・助言を実施

海外展開向け助成金各種

海外展開に向けた知的財産、製品改良、規格認証、販路開拓などに要する費用の一部を助成

問
い
合
わ
せ
先

中小企業の海外展開、国際取引等、豊富な実務知識・経験・ノウハウを持つ海外ビジネスの
専門家が、海外展開に関する支援をハンズオンで実施

日本貿易振興機構（ジェトロ）
東京貿易情報センター
東京都中小企業振興公社
事業戦略部 販路・海外展開支援課
中小企業基盤整備機構
販路支援部 海外展開支援課

注意事項

● 海外での販路拡大、貿易実務相談、コロナ禍での海外市場調査などのサービス
● 東京都中小企業制度融資（保証料補助・利率優遇等あり）での資金調達

東京都新宿区西新宿 2-8-1
都庁第一本庁舎 19 階北側

TEL 03-5320-4877

東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル 6 階

TEL 03-3582-4953

東京都千代田区神田和泉町 1-13
住友商事神田和泉町ビル 9 階

TEL 03-5822-7241

東京都港区虎ノ門 3-5-1
虎ノ門 37 森ビル 5 階

TEL 03-5470-1522

〈相談・販路拡大〉

・支援ナビゲーターを派遣し、
課題に応じた相談を実施

・展示会に出展し、取引先を
開拓したい

・海外展示会等への出展を支援

〈情報収集・現地運営支援〉

・企業照会や法令検索等の
現地の調査を実施

・海外現地の最新情報を
入手したい
・海外現地での当面の
活動拠点を確保したい

・海外での立ち上げに必要な
当面のオフィスを提供
・現地拠点での相談を実施

海外展開に必要な資金を東京都中小企業制度融資で支援
〈資金調達〉

・本制度による支援は、中小企業の海外展開に関する課題の解決や意思決定を側面から支援するものです。
アドバイスの内容は、当事者である企業の責任でご活用いただきます。
・融資に関しては、東京信用保証協会及び金融機関の審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

印刷物規格表

海外展開の相談から実行まで一貫して支援
・貿易・投資の実務について
相談したい

海外展開の検討段階から海外市場への進出まで
様々なメニューにより支援

東京都 産業労働局 金融部 金融課

【受けられる支援】

《 活用のイメージ 》

海外展開チャレンジ支援

＜制度全般・都制度融資に関する問い合わせ＞

金融機関が、日本貿易振興機構（ジェトロ）・中小企業基盤整備機構・東京都中小企業振興公社、
東京信用保証協会と連携し、海外展開の検討から資金調達、実行までを一貫して支援します。

★全ての東京都中小企業制度融資メニューでご利用いただけます★

中小企業の様々な経営課題にハンズオンで支援
タイにも支援拠点を持ち、アジアへの海外展開に強み

海外展開ハンズオン支援

海外展開支援

第４類

印刷番号 （ ３ ） ６７

〈東京都中小企業制度融資〉

・海外展開に必要な資金を
調達したい

・海外展開に必要な資金を
低利・長期で融資

・資金調達コストを
軽減したい

・保証料補助や利率優遇等あり
※メニュー別要件あり

東京都中小企業制度融資

制度のしくみ（お申込みの流れ）
【東京都中小企業制度融資とは】

【支援をご利用いただける方】
都内に事業所（個人事業者は事業所又は住居）を有し、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者で、海外展開を検討・計画

中小企業の皆様が必要な資金を円滑に調達できるよう、東京都、信用保証協会、金融機関が協調して資金を供給する融資制度です。

している東京都中小企業制度融資の申込予定者（申込を検討している方を含む）

●脱炭素・DX・テレワーク等への取組、事業継続、創業、経営の安定化などのニーズに応じた多様な融資メニューがあります。
●信用保証料の補助や経営支援を受けられる融資メニューがあります。

※ジェトロからは、利用者負担が通常より軽減された支援が受けられます。

対象要件

＜融資のお申込み＞

＜支援のお申込み＞
④支援内容報告
②支援実施
（ジェトロのみ）
③支援内容証明

中小企業者

①支援申込み
④支援内容報告

援機関に支援をお申し込みください。

❶

（※中小機構へは中小企業者が直接お申し込みください）

②

支援機関から中小企業者のニーズに合った支援を提供します。

❷

支援終了後、中小企業者の申請に応じて、支援内容を記載し

③

た証明書が発行されます。

❸

また、取扱指定金融機関を経由してアンケートを回収します。

④

多様な資金調達に

支援内容は、申込みを仲介した金融機関にも共有され、今後の
融資等に活用されます。

❹

事業一般
❷保証申込み

金融機関

❸保証承諾

東京信用保証協会

デリバリー対応などの業態転換や
事業転換・事業多角化を支援

事業・業態転換

東京都中小企業制度融資の取扱指定金融機関の窓口に融資

経営改善を
金融機関が伴走支援

東京信用保証協会への保証申込は、取扱指定金融機関を通

新型コロナウイルス
感染症対応融資

じ、融資申込と併せて行います。
東京信用保証協会は保証審査を行い、保証の諾否を決定しま
す。

▶売上が令和2年1月以前の
直近同月比で5%以上減少
▶事業転換・業態転換計画書の
策定

運転資金 7 年以内
設備資金 10 年以内

支援機関に申込み

・具体的な計画がない。

支
援
例

▶売上が15％以上減少
▶経営行動計画書の策定

※

1.5％以内～2.0％以内

1.7％以内～2.2％以内

10 年以内
(据置期間 5 年以内)

又は
※

1.5％以内～2.0％以内

※

計画策定・ニーズ調査

3/4 補助（全事業者）
8,000 万円超
1/2 補助（小規模事業者）

・計画策定支援

・個別相談

・見本市・展示会への出展支援

・海外ミニ調査

【有料】（中小企業振興公社）

海外展開事業の中心的な役割を担うグローバル人材
を育成するための講座

責任共有制度対象外となる場合の金利

計画実行支援

東京都中小企業制度融資
融資申込み

現地運営支援等

全メニューが対象

見本市・展示会
★【無料】（ジェトロ）

中小企業のビジネスチャンスの拡大につながる見本市・
展示会への出展を支援（オンラインも対象）

海外ミニ調査

貿易実務オンライン講座

海外展開チャレンジ支援

海外拠点の提供

【無料】（中小企業振興公社）

海外展開に対する自社の構想を取りまとめるための
プラン策定を支援

ビジネスマッチング支援

★【無料】（ジェトロ）

【無料】（中小企業振興公社）

ハンズオンで実施

学習

査を実施

海外販路ナビゲータが海外市場へ向けた支援を実施

海外取引の足がかりとなる、現地の最新情報等の調

★【無料】（ジェトロ）

海外でのビジネス立ち上げに必要な投資制度情報・
ノウハウ及びオフィスを提供（ベトナム、インド、
ミャンマー）

マッチング支援

★【無料】（ジェトロ）

インターネット等にて、貿易実務の基本から応用までを

①事業者負担
0.2％～1.15％（全事業者）
②2,000 万円まで
3/4 補助（全事業者）
2,000 万円超
1/2 補助（小規模事業者）

資金調達

【無料】（中小機構）

海外ビジネスの専門家が、海外展開に関する支援を

又は

8,000 万円まで

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/list/

・各種セミナー

グローバル人材養成講座

海外展開ハンズオン支援

―

1.7％以内～2.2％以内

15 年以内
(据置期間 5 年以内)

・具体的な計画がある。資金調達のみ行いたい。

専門相談員を企業に派遣し、ニーズを踏まえて支援
プランを策定

金融機関所定

ほかにも多数の制度融資メニューがあります。詳細は東京都のホームページをご参照ください。

を実行します。

・販路を拡大したい。

【無料】（ジェトロ）

1.5％以内～2.0％以内

(据置期間 6 か月以内)

中小企業者

支
援
機
関

1/2 補助（小規模事業者）

又は
※

注︓融資限度額は原則 2 億 8,000 万円

金融機関を通して

支援ナビゲータ

1.7％以内～2.2％以内

10 年以内
(据置期間 2 年以内)

①伴走全国 ②伴走対応

東京信用保証協会の保証承諾後、取扱指定金融機関が融資

・海外展開のノウハウを知りたい。

融資を希望する

▶基本要件を満たす
中小企業者等

信用保証料

をお申し込みください。

相談・情報提供

海外展開に関心があり、

▶海外展開に関する事業計画の
策定・実行

利率

③保証承諾
❸保証審査

❹融資

東京都中小企業制度融資の取扱指定金融機関を経由して支

①

海外展開支援
❶申込み

①申込み

支 援 機 関

海外展開時の資金調達に

融資期間

商社へのマッチングや海外展示会出展への同行など、

【無料】（中小企業振興公社タイ事務所）

マッチングアドバイザーによる個別支援を実施（タイ）

★︓ジェトロに支払う支援経費累計 50 万円まで原則無料

