県では、県内企業の海外取引拡大を後押しすることを目的として、海外展開に積極的な中小企業者
及び事業組合等が行う海外展開活動に対し、経費の一部を補助します。

申請締切 平成２９年４月２８日（金）午後５時書類必着
（１）補助金制度の概要
対象となる事業実施主体

・中小企業者（みなし大企業は除く）
・中小企業者が構成するグループ※「７海外新拠点開設事業」は除く。
・組合又は組合連合会※「７海外新拠点開設事業」は除く。

要件

・秋田県内に本社又は事業所を有し、当該本社又は事業所が、
海外への販路開拓等を目的に海外展開事業を行うものである
こと。※「７海外新拠点開設事業」は、秋田県内に本社を有すること。
・国税や地方税の滞納があるなどの欠格事項に該当しない
こと。
・平成２３年度からの海外取引支援補助事業、平成２６年度か
らの海外展開支援事業で補助金を交付された回数が通算５
回を超えないこと。※多分野企業連携枠は除く。

補助率

補助対象経費の１／２以内（千円未満切り捨て）

補助限度額

８０万円

実施期間（平成 29 年度）

交付決定日から平成３０年３月３１日まで

対象事業・対象経費

※裏面参照

（２）申請・審査の流れ
※詳しい手続きや申請に必要書類については、「募集要項」で必ず確認してください。

申請書類一式提出

審査委員会

採択・交付決定

４／２８（金）必着

（事業計画説明）

（事業着手）

・採択者は、審査委員会での審査を経て決定します。
（郵送・持参）
５月中旬～下旬
５月末以降
・申請者は、審査委員会で事業計画内容を説明していただきます。（プレゼン審査）
ただし、申請件数が多い場合は、１次審査（書類審査）を通過した者を対象に２次審査（プ
レゼン審査）を行います。
・採択者は、原則として事業者名、代表者名、住所、事業内容を公表します。
・採択者の補助金交付決定は５月末を予定しています。
※２回目の募集期間は、平成２９年６月１日（木）から６月２３日（金）の予定です。

お問合せ先 秋田県産業労働部 商業貿易課 貿易・経済交流班
〒010-8572 秋田市山王三丁目１－１ 秋田県庁第二庁舎３階
TEL:018-860-2218 FAX:018-860-3887 ﾒｰﾙ:com-tra@pref.akita.lg.jp
※募集要項・申請書様式等は秋田県公式ウェブサイトに掲示しています。
トップページ＞県の組織（課所別）から探す（組織別案内）＞産業労働部＞商業貿易課

（３）対象事業
※補助対象経費の詳細については、
「募集要項」でご確認ください。

対象事業区分
１

２

３

主な事業内容

見本市等出展事業

海外の見本市、商談会、物産展等
へ出展し、商談等を行う。

海外現地調査事業

海外販路開拓や海外調達のため現
地市場調査を行う。

商品改良事業

利用条件
・同一年度内に２件まで。

・他の対象事業と組み合わせて実施す
ること（商談を伴う場合は単独実施
可）。

輸出向け商品の改良や試作品製作
を行う。
・取得が必要な理由を明確にするこ

４

証明書等取得事業

輸出に必要な各種検査・証明書等
を取得する。

と。
・「１見本市等出展事業」の対象とな
る検査料、証明書等取得費は除く。

５

「１見本市等出展事業」の対象となる

海外向けＰＲ資料作成事 会社や製品を外国語で海外へ広く
PR 資料作成費は除く。
周知するための資料作成を行う。
業

・商談を伴う事業とし、視察のみは対
象外とする。

６

バイヤー等招へい事業

海外のバイヤー等を招へいし、商
・新規取引先開拓を目的とするもので
談や視察を実施する。
あること。

・同一年度内に２件まで。
・県産品の販路拡大を目的とし、販路

７

海外新拠点開設事業

海外に拠点事務所を開設する。

開拓、業務展開、海外企業との連携等
の取組を行う者であること等。

（４）補助対象経費
※補助対象経費の詳細については、
「募集要項」でご確認ください。
１．対象事業
２．補助対象経費
輸送経費、出展経費、アドバイザー活用経費、通訳費、外国語版資
（１）見本市等出展事業
料等作成及び翻訳費、旅費、消耗品費
アドバイザー活用経費、通訳費、旅費
（２）海外現地調査事業

（３）商品改良事業

研究開発費・パッケージ改良費、アドバイザー活用経費

（４）証明書等取得事業

各種検査・証明書等取得費

（５）海外向けＰＲ資料
作成事業

海外向けＰＲ資料作成費

（６）バイヤー等招へい事業 旅費、会場経費、通訳費
旅費、アドバイザー活用経費、通訳費、翻訳費、手数料
（７）海外新拠点開設事業
※事業完了後、「実績報告書」と合わせて、事業の実施状況を示す書類と、経費の支出を証明する書
類を御提出いただきます。見積書、契約書、領収書等の書類や事業の実施内容が確認できない経費
については、補助対象外となります。
※補助金は原則後払いとなります。事業者側で事業費を全て支払ったことを確認できた後での補助金
交付となりますので、ご留意ください。
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㈝

ࢺ➼ࡢ㈨ᩱసᡂ࣭༳ๅ㈝ࠊ⩻ヂ㈝



➼ࠋ

᪑㈝

࣭⿵ຓᴗ┤᥋ᚑࡍࡿ⪅ࡢᾏ
እฟᙇせࡍࡿᐟἩ㈝ཬࡧ㏻
㈝ࠋࡓࡔࡋࠊ㸯ᅇࡢΏ⯟ࡘࡁࠊ
㸯♫࡛ࡢྲྀ⤌ࡢሙྜࡣࠊ㸰ྡࢆୖ
㝈ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢሙྜࡣཎ๎㸯
♫࠶ࡓࡾ㸯ྡࢆୖ㝈ࡍࡿࠋ
࣭ᐟἩ㈝ཬࡧ㏻㈝ࡣࠊ᪥ᮏⓎ╔
ࡢ୍㐃᪥⛬ಀࡿᅜෆ࣭ᾏእ⯟✵
ๆ௦ࠊᅜෆ࣭ᾏእᐟἩ௦㝈ࡿࠋ






ᾘ⪖ရ㈝

ぢᮏᕷ➼࡛⏝ࡍࡿᾘ⪖ရ㸦ヨ
㣧࣭ヨ㣗⏝⣬ࢥࢵࣉ➼㸧ࠊࢧࣥࣉ
ࣝရ㉎ධ㈝➼ࠋ

㸦㸰㸧ᾏእ⌧ᆅㄪᰝᴗ

ࢻࣂࢨ࣮ά⏝⤒㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ





ࢻࣂࢨ࣮➼እ㒊ᑓ㛛ᐙᑐࡍ





ࡿ᪑㈝ࠊㅰ㔠ࠊጤクᩱ➼ࠋ



㏻ヂ㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㏻





ヂᑐࡍࡿㅰ㔠ཬࡧ᪑㈝➼ࠋ



᪑㈝

࣭⿵ຓᴗ┤᥋ᚑࡍࡿ⪅ࡢᾏ



እฟᙇせࡍࡿᐟἩ㈝ཬࡧ㏻
㈝ࠋࡓࡔࡋࠊ㸯ᅇࡢΏ⯟ࡘࡁࠊ
㸯♫࡛ࡢྲྀ⤌ࡢሙྜࡣࠊ㸰ྡࢆୖ
㝈ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢሙྜࡣཎ๎㸯
♫࠶ࡓࡾ㸯ྡࢆୖ㝈ࡍࡿࠋ
࣭ᐟἩ㈝ཬࡧ㏻㈝ࡣࠊ᪥ᮏⓎ╔
ࡢ୍㐃᪥⛬ಀࡿᅜෆ࣭ᾏእ⯟✵
ๆ௦ࠊᅜෆ࣭ᾏእᐟἩ௦㝈ࡿࠋ

㸦㸱㸧ၟရᨵⰋᴗ

◊✲㛤Ⓨ㈝࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪᨵⰋ㈝ ၟရࢆᾏእᵝኚ᭦ࡍࡿࡓࡵ



ᚲせ࡞⤒㈝ࡍࡿࠋヨసရཎᮦ



ᩱ㈝ࠊࢹࢨࣥᩱࠊ⩻ヂ㈝➼ࠋ



ࢻࣂࢨ࣮ά⏝⤒㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ



ࢻࣂࢨ࣮➼እ㒊ᑓ㛛ᐙᑐࡍ
ࡿ᪑㈝ࠊㅰ㔠ࠊጤクᩱ➼ࠋ

㸦㸲㸧ド᫂᭩➼ྲྀᚓᴗ

ྛ✀᳨ᰝ࣭ド᫂᭩➼ྲྀᚓ㈝

࣭ྛ✀᳨ᰝ࣭ド᫂᭩➼ྲྀᚓ
ࡿᡭᩘᩱࠊ᳨ᰝᩱ➼ࠋ

㸦㸳㸧
ᾏእྥࡅ㹎㹐㈨ᩱసᡂ ᾏእྥࡅ㹎㹐㈨ᩱసᡂ㈝

እᅜㄒ∧♫࣭〇ရࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

ᴗ

సᡂ㈝ࠊእᅜㄒ∧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᵓ

 

⠏㈝ͤࠊ⩻ヂ㈝➼ࠋ
㸦㸴㸧ࣂ࣮ࣖ➼ᣍ࠸ᴗ

᪑㈝

࣭ᾏእࡽࡢᣍ࠸⪅ࡢᐟἩ㈝ཬ
ࡧ㏻㈝ࠋ᪥ᮏᅜෆࡽࡢᣍ࠸
⪅ࡣᑐ㇟እࠋ㸯ᅇࡢᣍ࠸ࡘ
ࡁࠊᣍ࠸ࡍࡿࣂ࣮ࣖ㸰ྡࡲ࡛
ࢆୖ㝈ࡍࡿࠋ
࣭ᐟἩ㈝ཬࡧ㏻㈝ࡣࠊࣂ࣮ࣖ
ᒃఫᆅⓎ╔ࡢ୍㐃᪥⛬ಀࡿᾏ
እ࣭ᅜෆ⯟✵ๆ௦ࠊᾏእ࣭ᅜෆᐟ




Ἡ௦㝈ࡿࠋ

ሙ⤒㈝

ၟㄯሙ⏝ᩱࠊሙ㣭㈝
➼ࠋ

㏻ヂ㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㏻
ヂᑐࡍࡿㅰ㔠ཬࡧ᪑㈝➼ࠋ

㸦㸵㸧 ᾏእ᪂ᣐⅬ㛤タᴗ

᪑㈝

࣭⿵ຓᴗ┤᥋ᚑࡍࡿ⪅ࡢᾏ
እฟᙇせࡍࡿᐟἩ㈝ཬࡧ㏻
㈝ࠋࡓࡔࡋࠊΏ⯟ࡣ㸯ᅇࡲ࡛ࢆᑐ
㇟ࡍࡿࠋ㸯ᅇࡢΏ⯟ࡘࡁࠊ㸰
ྡࢆୖ㝈ࡍࡿࠋ
࣭ᐟἩ㈝ཬࡧ㏻㈝ࡣࠊ᪥ᮏⓎ╔
ࡢ୍㐃᪥⛬ಀࡿᾏእ࣭ᅜෆ⯟✵
ๆ௦ࠊᾏእ࣭ᅜෆᐟἩ௦㝈ࡿࠋ


ࢻࣂࢨ࣮ά⏝⤒㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ



ࢻࣂࢨ࣮➼እ㒊ᑓ㛛ᐙᑐࡍ
ࡿㅰ㔠ࠊጤクᩱ➼ࠋ

㏻ヂ㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿ㏻
ヂᑐࡍࡿㅰ㔠➼ࠋ

⩻ヂ㈝

ᴗ㐙⾜ᚲせㄆࡵࡽࢀࡿᩥ
᭩ࡢ⩻ヂ㈝⏝➼ࠋ


ᡭᩘᩱ

ἲேⓏ㘓ᡭᩘᩱࠊႠᴗチྍドྲྀᚓ
㈝⏝➼


ͤ㸯 ⌧ᆅ࡛ࡢᡭ㓄ࢆᐃࡋࠊ⌧ᆅ㏻㈝ཬࡧ᪥ᙜࡀᑐ㇟ࠋ㸯௳࠶ࡓࡾ㸰ྡࡲ࡛ࠋ
ͤ㸰 ⮬♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ᪥ᮏㄒ∧ࡢ᪂つᵓ⠏㈝ཬࡧ᪤Ꮡࡢࡶࡢಀࡿ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᩱࡣᑐ㇟እࠋ

㸵 ⏦ㄳᡭ⥆ࡁ➼ࡢᴫせ
 ᥦฟ᭩㢮
ḟࡢ᭩㢮୍ᘧࢆࠊୗググ㍕ࡍࡿ᪥ࡲ࡛ᙜㄢ㒑㏦ཪࡣ┤᥋ᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᥦฟ᭩㢮ࡣ㏉
༷ࡋࡲࡏࢇࠋ⏦ㄳ᭩㢮୍ᘧࡣᑂᰝ᭩㢮ࡋ࡚ᑂᰝጤဨࡋࢆ㓄ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡚㸿㸲ࢧࢬ࣭
∦㠃༳ๅ࡛ࡢᥦฟࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
  ࡞࠾ࠊᖺᗘࡽࡣࠕ⛅⏣┴⏘ᴗປാ㒊ၟᴗ㈠᫆ㄢ㛵ಀ⿵ຓ㔠せ⥘ࠖࠕᾏእᒎ㛤ᨭ
ᴗ㈝⿵ຓ㔠㸦୍⯡ᯟ㸧せ㡿ࠖᇶ࡙࠸࡚⿵ຓᴗࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᵝᘧࡣࠊせ
⥘せ㡿ศࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ






ձ ⿵ຓ㔠➼⏦ㄳ᭩㸦せ⥘ᵝᘧ➨㸯ྕ㸧
ղ ᴗᐇィ⏬᭩  㸦せ㡿ᵝᘧ➨㸯ྕ㸧
ͤᵝᘧࢆⱝᖸኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘࡢࡶࡢࡣ⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ճ ᑐ㇟ᅜ࣭㒔ᕷ࡛ࡢᾏእᒎ㛤ࡢᐇ⦼ཬࡧᚋࡢᴗィ⏬㸦せ㡿ᵝᘧ➨㸰ྕ㸧
մ ᨭண⟬᭩    㸦せ⥘ᵝᘧ➨㸰ྕ㸧
յ ᾏእᒎ㛤ᐇ⦼ᴫせ᭩㸦せ㡿ᵝᘧ➨㸱ྕ㸧

ྛ㸯㒊

ն ㄋ⣙᭩      㸦せ㡿ᵝᘧ➨㸲ྕ㸧
շ ┤㏆㸰ᮇࡢ㈈ົㅖ⾲ࡢࡋ㸦㈚ᑐ↷⾲࣭ᦆ┈ィ⟬᭩㸧
ո ᒚṔ㡯㒊ド᫂᭩㸦ἲே㸧ཪࡣಶே㡯ド᫂᭩㸦ಶே㸧㸦ཎᮏ㸧
չ ᐃḰࡢࡋ㸦ἲேࡢሙྜ㸧
պ ࡑࡢ♫ෆ㸦ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞㸧➼࡛♫ᴫせࡢࢃࡿࡶࡢ㸦㸴㒊㸧
ջ ᾏእ⯟✵ๆࠊᐟἩ㈝ࠊጤクᩱࡢ✚⟬᰿ᣐ࡞ࡿ㈨ᩱ
 ͤࢢ࣮ࣝࣉࡀᴗᐇయࡢሙྜࡣࠊᵓᡂဨဨࡢնཬࡧոࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ➼ࡘ࠸࡚ࠖ㸦せ
㡿ᵝᘧ➨㸳ྕ㸧ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡼࡾ⿵ຓ㔠ࡢỴᐃ๓╔ᡭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊỴᐃ๓╔ᡭᒆ
㸦せ⥘ᵝᘧ➨㸶ྕ㸧ࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤୖググ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᚲせᛂࡌ࡚㏣ຍ㈨ᩱࡢᥦฟཬࡧㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ

࠙➨㸯ᅇᥦฟᮇ㝈ࠚ
  ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸲᭶㸰㸶᪥㸦㔠㸧༗ᚋ㸳ᚲ╔
 ࠙➨㸰ᅇᥦฟᮇ㝈ࠚ
  ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸰㸱᪥㸦㔠㸧༗ᚋ㸳ᚲ╔
 ホ౯࣭ᑂᰝ
   ᑂᰝጤဨ࠾࠸࡚ᴗィ⏬ࡢᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊண⟬ࡢ⠊ᅖෆ࡛᥇ᢥ⪅ࢆ㑅ᐃࡋࡲࡍࠋ⏦ㄳ⪅ࡣࠊ
ᚋ᪥㛤ദࡉࢀࡿᑂᰝጤဨ࠾࠸࡚ᴗᐇィ⏬➼ࡢㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊணࡵᚚᢎ▱
࠾ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
   ࡓࡔࡋࠊ⏦ㄳ௳ᩘࡀከ࠸ሙྜࡣࠊ᭩㢮ᑂᰝࡼࡿ㸯ḟᑂᰝࢆᐇࡋࠊ㏻㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟ࣉࣞ
ࢮࣥᑂᰝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࠙➨㸯ᅇ㛤ദᮇࠚ
  ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸳᭶୰᪪㹼ୗ᪪
 ࠙➨㸰ᅇ㛤ദᮇࠚ
  ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸵᭶୰᪪㹼ୗ᪪

 ㏻▱
ᑂᰝ⤖ᯝ㸦᥇ᢥཪࡣ᥇ᢥ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ᪥ࠊ⏦ㄳ⪅࠶࡚㏻▱ࡋࡲࡍࠋ

 බ⾲
ཎ๎ࡋ࡚ࠊ᥇ᢥ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊᴗ⪅ྡࠊ௦⾲⪅ྡࠊఫᡤࠊᴗ✀ࠊᴗෆᐜࢆබ⾲ࡋࡲ
ࡍࠋ




㸶 ᭩㢮ࡢᥦฟ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
  ⛅⏣┴⏘ᴗປാ㒊ၟᴗ㈠᫆ㄢ ㈠࣭᫆⤒῭ὶ⌜
  ࠛ⛅⏣ᕷᒣ⋤୕┠㸯㸫㸯㸦⛅⏣┴ᗇ➨ᗇ⯋㸱㹄㸧
  σ)$; (PDLOFRPWUD#SUHIDNLWDOJMS
ͤ⏦ㄳ᭩ᵝᘧ➼ࡣ⛅⏣┴බᘧ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ㸼┴ࡢ⤌⧊㸦ㄢᡤู㸧ࡽ᥈ࡍ㸦⤌⧊ูෆ㸧㸼⏘ᴗປാ㒊㸼ၟᴗ㈠᫆ㄢ
 ͤၥ࠸ྜࢃࡏࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ⏦ㄳ⪅㛫࡛ࡢබᖹᛶࢆᮇࡍࡓࡵࠊ᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡢࡈ㉁ၥ
ࡣ࠾⟅࠼ࡋࡲࡍࡀࠊᴗᐇィ⏬ࡢෆᐜ㛵ࡍࡿពぢࡣ᥍࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࡈᢎࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠾ࠊᮏᴗ࡛ࡣࠊ」ᩘᖺࢃࡓࡿᴗィ⏬ࢆ᭷ࡍࡿ௳ࢆ㔜どࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᥦฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃᴗᐇィ⏬᭩ࠊᑐ㇟ᅜ࣭㒔ᕷ࡛ࡢᾏእᒎ㛤ࡢᐇ⦼ཬࡧᚋࡢᴗィ⏬ࡣࠊ
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅලయⓗ࡞ෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




