
開催日 場所 村田光俊 ○海外向けEC  

7月16日 （火）

中国本部（広島）

越境ECの立ち上げ方、ターゲット国の選び方、自分たちの商品が売
れるかどうかの見極め方、サイトの作り方、翻訳・物流・決済・カート
などの選び方、プロモーションの仕掛けなど、実務もしているからこ
その現場の視点でお答えします。

8月5日 （月）

9月2日 （月）

10月7日 （月）

11月5日 （火）

開催日 場所 中村辰美 ○事業企画、委託生産、会社設立、会社運営他

7月8日 （月） 中国本部（広島）

化学メーカにて約40年勤務、インドネシア子会社（ＰＶＣ製造）の設備
管理、米国子会社（セラミックス製造・販売）の工場・営業管理、特殊
フィルムの欧州市場展開、中国子会社（フィルム製造・販売）の設立・
経営、中国グループ会社の統括会社の設立・運営に従事。海外駐在
は、インドネシア4年、米国6年、中国（天津・上海）6年。

7月24日 （水） 岡山商工会議所

8月5日 （月）
中国本部（広島）

9月9日 （月）

9月18日 （水） 岡山商工会議所

10月7日 （月）
中国本部（広島）

11月11日 （月）

11月27日 （水） 岡山商工会議所

開催日 場所 阿久津定昭 ○製造業（中国、韓国、台湾、東南アジア、ＥＵ、米国）

7月22日 （月）

中国本部（広島）

大手エンジニアリング会社に勤務し、中国、韓国、台湾、東南アジア、
EU、米国への海外進出支援を実施。事業計画から工場設置、各種
規格指導（CE-Marking、UL規格他）、輸出入の貿易実務まで幅広い
分野でのアドバイスに対応可能です。

8月26日 （月）

9月24日 （火）

10月28日 （月）

11月25日 （月）

開催日 場所 和田直子 ○ブランディング

7月16日 （火）
中国本部（広島）

翻訳、通訳業務を経験した後、グローバルマーケティング会社を設
立。伝統工芸品や名産品の海外プロデューサーとして欧米やアジア
へのプロモーションをはじめ、アパレル、自動車部品、木材・建材、石
油・石炭など幅広い商材の海外販路開拓の支援実績を有する。

8月8日 （木）

8月9日 （金） 福山商工会議所

9月17日 （火）
中国本部（広島）

10月21日 （月）

10月23日 （水） 福山商工会議所

11月18日 （月） 中国本部（広島）

２０１９年（７月～１１月）

中小機構経営アドバイス（海外展開）
中小機構中国本部では、関係機関と連携して、海外における投資や国際取引などのビジネスにお悩みを

お持ちの中小企業の皆様のための無料個別相談会を実施しております。

（独）中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー

2019.06.24

２．お申込み方法
裏面の申込用紙に必要事項をご記入いただき、メールまたはFＡＸにてお申し込みください。

１．日程・場所・専門家

利用資格
本制度の利用者は、以下に示す中小企業者に限られます。
中小企業の定義は、業種ごとに資本金又は従業員数で決められており、概略は以下の通りです。（海外現地法人の場合には日本本社が該当していれば結構です）
○製造業・その他………資本金 ３億円以下 または 従業員300人以下 ○卸売業………資本金 １億円以下または 従業員100人以下
○小売業………………資本金５千万円以下 または 従業員 50人以下 ○サービス業 …資本金 ５千万円以下 または 従業員100人以下

経営アドバイス制度の利用について（重要）
アドバイス制度を利用するに当たっては、下記の事項についてご了承下さいます様お願い致します。
１．アドバイスによる情報提供に関して、利用企業に損害が生じても、当機構はその責任を一切負わないものとします。
２．アドバイザーは情報提供の内容に関して、故意又は重大な過失がある場合を除いて、利用企業に損害が生じても、その責任を一切負わないものとします。
3.アドバイス終了後、その場で「アドバイス制度利用アンケート」（アドバイス終了時に手交致します。）をご記入、提出ください。

個人情報の保護及び守秘義務の厳守について
本申込書でお伺いする個人情報は、中小機構及び共催機関からの連絡と本事業の円滑な遂行及び改善のための分析に利用します。本事業で収集した情報について
は、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、第三者には提供いたしません。また、企業情報については
機構として守秘義務が課せられています。これらのことから、一度ご提出いただいた申込書はご返却できかねますので、ご了承ください。



【中小機構 経営アドバイス申込書】 

 

 

 

         

ご希望の相談場所へ、直接 FAX又はメール（中国本部会場のみ）でお申込みください。 
① 中小機構 中国本部（広島）                【 FAX ： ０８２－５０２－６５５８ MAIL： advice-chugoku@smrj.go.jp 】 

② 中小機構 岡山大ＢＩ             【 FAX ： ０８６－２１４－５７１２ 】 

③ 福山商工会議所       ※海外展開のみ 【 FAX ： ０８４－９２２－０１００ 】   

④ 岡山商工会議所       ※海外展開のみ 【 FAX ： ０８６－２３２－５２６９ 】   

※枠内にご記入のうえ、番号のあるものに関しては○を付けてください。          
                 

相談希望日 西暦         年       月       日 中小機構 経営アドバイスのご利用は何回目ですか。 1.初回 2.2 回目以降 

フ リ ガ ナ   

事業形態 

          

会社名   
  1.株式  2.有限  3.個人事業 

  4.創業前  5.その他    

連絡先住所 〒     - 

Tel /携帯 / E-mail アドレス   

Fax   ＨＰアドレス   

資本金                                                     万円 売上高                                     万円 

フ リ ガ ナ   

設立、創業  西暦         年          月 
代表者氏名   

業 種 
1.建設業 2.製造業 3.情報通信業 4.運輸業 5.卸売業 

従業員数                            人(パート含む） 
6.小売業 7.サービス業 8.創業前 9.その他（     ） 

主な業務       

 製品内容 
  

フ リ ガ ナ   
男
・女 

年 令 

      

ご相談者氏名   
 1. 29歳以下 2. 30歳代  3. 40歳代 

 4. 50歳代  5. 60歳以上   

役職名    1.社長・代表者  2.役員  3.管理職  4.社員  5.その他 

相談目的 

  1. 創業・会社設立     2. 新事業開拓  3. 株式公開（3-1未定, 3-2予定有, 3-3予定無）         

  4. 経営改善・業務の効率化    5. 企業再生    6. その他（                                      ） 

7. 海外展開（※希望する専門家（                                                             ） 

相談内容    1.経営全般                     2.資金調達              3.公的支援 

     4.営業・マーケティング          5.人材関係(不足・育成）         

  

   6.事業提携(6-1 販売提携、      6-2技術提携、  6-3資本提携、  6-4その他）      
  7.法律関係 

  8.特許関係（8-1 特許、          8-2実用新案、  8-3意匠、  8-4商標   8-5その他    
  9.技術・生産関係               10．ビジネスプラン作成      11.株式公開    
 12.物流関係                 13.ＩＴ関係                14.組織・人事・給与関係(制度） 

 15.事業承継                 16.海外展開             17.企業合併・買収    
 18.イベント情報 (18-1見本市、     18-2ビジネスマッチング、     18-3その他）    
 99.その他(                          ）         

  ※専門家が適切なアドバイスを行うために必要です。相談内容をできるだけ具体的（※海外展開の場合は対象国等）にご記入ください。 

 

 

 

 

  
窓口相談を何に 

よって知りましたか？ 

１.新聞    2.雑誌    3.中小機構ＨＰ     4.J-Net21    5.インターネット     6.メール経営相談  

 7.紹介（          ）   8.セミナー・イベント（          ）     9.その他（          ） 

案内書送付 
今後、御社宛に中小企業基盤整備機構関係の案内書等を       1.はい  2.いいえ 

お送りしてよろしいですか？                       

当社は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に該当し、もしくは暴力的な要求行

為等に該当する行為をしたことが判明した場合には、経営アドバイスを中止されても異議申し立てを行いません。       独立行政法人中小企業基盤整備機構 中国本部 

※ご記入いただいた個人情報は、当機構が皆様へのサービスを 

確実に行うために利用し、その他の目的では使用いたしません。               

mailto:advice-chugoku@smrj.go.jp



