
ご相談・お問い合せ

公益財団法人ひろしま産業振興機構
国際ビジネス支援センター 

国際ビジネス支援センターと   の海外拠点は県内企業の
皆様の海外ビジネスをがっちりサポートします。

GLOBAL BUSINESS SUPPORT CENTER

広島上海事務所
Hiroshima Representative Office in Shanghai

■所在地
中華人民共和国上海市長寧区延
安西路1088号長峰中心
705-706室　200052

■連絡先
TEL（国番号86）21-6207-6687
FAX（国番号86）21-6207-6640

■沿革　広島県貿易協会の業務を継承し、1993年４月に広島県国際経済交流協会が設立されました。その後2002年４月に（財）広島県産業技術
振興機構、（財）広島県産業振興公社と統合し、（財）ひろしま産業振興機構として発足、2010年４月に公益財団法人へ移行しました。

公益財団法人ひろしま産業振興機構
国際ビジネス支援センター

Global Business Support Center
Hiroshima lndustrial Promotion Organization

https://www.hiwave.or.jp/purpose1/internatioal/

公益財団法人ひろしま産業振興機構
国際ビジネス支援センター
TEL．082-248-1400　FAX．082-242-8628
〒730-0052　広島市中区千田町３-７-47　広島県情報プラザ４階

■市内電車
　【JR広島駅発】紙屋町経由広島港行（１番）
　　→広電本社前下車　徒歩７分
　【JR西広島駅発】紙屋町経由広島港行（３番）
　　→広電本社前下車　徒歩７分
■広電バス
　【戸坂中学校発】八丁堀経由仁保沖町行（12番）
　　→御幸橋下車　徒歩９分

■広島バス
　【向洋大原発】広島駅経由広島港（広島プリンス
　ホテル）行（21-２番（ベイシティ宇品便））
　　→広島県情報プラザ前下車　すぐ
■タクシー
　JR広島駅から約20分
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総務企画グループ
企業支援統括グループ
経営支援統括センター
　　経営支援担当
　　よろず支援拠点
　　ひろしま創業サポートセンター
　　復興支援金融センター
ものづくり革新統括センター
　　開発支援担当
　　知財支援担当
　　販路開拓支援担当
　　ものづくり人材育成センター
ひろしまデジタルイノベーションセンター
カーテクノロジー革新センター
ひろしま医工連携推進センター

国際ビジネス支援センター
　　広島上海事務所
福山支所

人事、庶務、財務、総合案内、情報プラザの管理、産業会館の管理

各センターを調整し総合的な企業支援

経営・創業支援

経営支援

経営相談

創業支援

被災中小企業施設・設備整備支援事業（グループ補助金無利子貸付）

ものづくり企業のバリューチェーンの横断的な支援、AI/IoT技術の利活用支援

研究開発・クラスター形成の支援

知財活用の支援

取引先開拓の支援

中小企業成長支援人材育成・派遣事業

高性能計算機能(スパコン)と解析ソフトの活用、人材育成の拠点

自動車分野における研究開発と人材育成の支援

医工連携の推進

１．相談・コーディネート
２．ビジネスマッチング
３．ビジネス情報提供・研修
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上海事務所、ビジネスサポーターのご利用は
国際ビジネス支援センターまで

サポート１
相談・
コーディネート
✏上海事務所と世界９都市の
ビジネスサポーターのネット
ワークを活用し、現地の経済や
制度に関する情報提供、相談対
応、取引先の紹介など現地企業
と結ぶコーディネート等によっ
て、国際ビジネスの取組をサ
ポートします。
✏問題解決のため、海外ビジネ
スサポーターやその他専門家に
よる企業個別相談会を開催して
います。

サポート２
ビジネス
マッチング
✏海外での輸出商談会や、海外
バイヤー招へいによる輸出商談
会の開催等により、新たな海外
ビジネスへの参入や海外販路の
開拓・拡大を支援しています。
✏中国において11.5億人が利
用するSNS「WeChat（微信）」
を活用した「商談プラット
フォーム」を運用し、県内企業
と中国バイヤーとの商談の機会
を提供しています。

サポート３
ビジネス情報提供・
研修
✏会員アンケートや県内企業
ニーズに即して、ビジネス機会
の提供やマッチングを促進する
ための各種セミナーを開催して
います。また、下記の情報提供・
研修等も実施しています。
✏海外ビジネスセミナー事業
✏輸出基盤強化セミナー事業
✏海外視察派遣事業
✏国際取引実務研修事業
✏賛助会員交流事業
✏情報誌等発行事業

公益財団法人ひろしま産業振興機構は、県内の産業支援機関とネットワークを
形成し、中小企業・ベンチャー企業の新規ビジネス等に関する様々な取組を
総合的に支援します。
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WeChat公式アカウント
「広島俯瞰―日本広島優品角」を開設しています。

公益財団法人ひろしま産業振興機構

WeChat ID :  guangdao_youpin

広島県の食品や食文化に興味を抱く中国の方への
情報提供の場として「広島俯瞰―日本広島優品
角」を開設しています。中国国内の食品関連バイ
ヤーもフォロワーとして参加しており、中国に向
けた商品PRのツールとしても活用いただけます。
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国際ビジネス
支援センター

　つの事業

相談・
コーディネート

ビジネス
マッチング

GLOBAL BUSINESS SUPPORT CENTER

国際賛助会員ご加入のおすすめ
■国際賛助会費
年間 20,000円（２口）
１口年間10,000円で原則２口以上お願いいたします。

■会員特典
●情報誌「ハッピーメール」（年12回）の無料配布
●海外進出企業ダイレクトリー（毎年1部）の無料配布
（非会員有料2,000円）
●国際取引実務研修等の参加割引（30％割引等）

海外事務所や海外ビジネスサポーターのネットワークを活用し、貿易・海外
投資等についての各種照会や相談のほか、経済情報の収集・提供、ビジネス
マッチングや企業調査など、現地での各種企業活動のサポート等を行います。

①　上海事務所コーディネート事業
　上海に海外事務所をおき、上海及び周辺エリア等
　を対象に企業の中国ビジネスの取組を支援します。
　※上記の他、広島県の観光 PR等も行っています。

②　海外ビジネスサポーターコーディネート事業
　世界９都市に「ビジネスサポーター」を配置し、企業
　の海外ビジネスの取組を支援します。
　　アセアン等：シンガポール，バンコク，ハノイ，
　　　　　　　　ホーチミン，ジャカルタ，チェンナイ
　　東 ア ジ ア：大連，台北
　　北　　　米：ニューヨーク

③　企業個別相談会事業
　問題解決のため、海外ビジネスサポーターやその他専門家による企業個別
相談会を逐次開催します。

①　海外ビジネスセミナー事業
　企業の関心の高いビジネス分野について、最新経済情報や海
外展開、輸出促進に必要となる情報、進出事例紹介など、専門
家や経営者等を招き、各種セミナーを開催します。
②　輸出基盤強化セミナー等事業
　海外販路の獲得、輸出促進に必要な海外の法律や規制、国際認
証の取得等に関するセミナーや講習会を開催し、企業の輸出
促進のための基盤強化を支援します。
③　海外視察派遣事業
　企業の関心の高い国・地域に視察研修団を派遣し、ビジネス展
開（投資、輸出、輸入等）の可能性や課題を調査し、海外でのビジ
ネス展開に役立てます。
④　国際取引実務研修事業
　企業の貿易実務者養成を支援するため、輸出入実務、国際取引
契約等、海外取引の入門的な知識を習得する入門・基礎知識
編から貿易業務経験者のための通関編まで、幅広い内容の貿
易実務研修を実施します。
⑤　賛助会員交流事業
　国際賛助会員の海外ビジネスの取組を促進するため、会員相
互の情報交換の場に加え、最新の海外ビジネスに関するセミ
ナーを実施します。
⑥　情報誌等発行事業
　○情報誌（HAPEE MAIL）の発行
　　海外事務所やビジネスサポーターからの最新経済情　報等
を取りまとめた情報誌を毎月発行し、国際賛助会員　企業等に
対して有益な情報を提供します。
　　　内容：海外経済最新情報、海外ビジネスQ＆A、
　　　 　　　海外ビジネス関連事業の紹介等

　○海外進出企業ダイレクトリーの更新発行
　　県内企業の海外進出状況を調査し、海外事業所等の概要を
取りまとめて発行します。（毎年 10月頃発行）
　　　内容：県内企業等の海外事業所名称、所在地、連絡先、
　　　　　　 主要製品・取扱品等

相 談 事 例

展示会情報を
知りたい。

現地の商習慣や
物流事情が知りたい。

○○業種の
企業リストを
入手したい。

進出手続きや、
現地での雇用に

関する情報が知りたい。商標や特許を
守りたい。

企業信用調査や通訳等
の専門機関を
紹介してほしい。

現地出張時の
サポートを
してほしい。

ビジネス情報提供・
研修

（上海事務所）

WeChatを活用し
現地バイヤーに

広島県産品情報を提供

（海外進出セミナー）

（海外視察派遣事業）

（情報誌HAPEE MAIL）

つの事業
相談・コーディネート

ビジネスマッチング

ビジネス情報提供・研修

①　海外販路拡大支援事業
　海外での輸出商談会や海外バイヤー招へいによ
る輸出商談会の開催等により、新たな海外ビジ
ネスへの参入や海外販路の開拓・拡大を支援し
ます。

②　中国ＳＮＳ商談事業
　中国において11.5億人が利用する、ＳＮＳ「Ｗｅ
Ｃｈａｔ（微信）」を活用した「商談プラットフォーム」
を運用し、県内企業と中国バイヤーとの商談機会
を提供します。

（食品・酒類バイヤー招へい商談会in広島2019）
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