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• 概要

• EENの標準プロセスと手続き

• EENに関する情報源
– EENウェブサイト

– EEN Japanウェブサイト・ニュースレター

– 展示会におけるEEN主催B2Bミーティングへの参加方法

• その他 情報源のご案内



マスタ タイトルの書式設定

概要
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日欧産業協力センターは、日本・EU間の産業協力の中核をになう機関として
1987年に設立されました。2015年、設立28周年を迎えました。

日欧産業協力の架け橋となる人材育成・研修、ビジネスマンのための情報サービ
ス、セミナーなどさまざまな事業を展開しています。

 欧州委員会と経済産業省によって共同設立
された非営利組織です。

 日本、欧州それぞれに拠点があります。
東京本部 (1987年設立、職員17名) 
ベルギーオフィス (1995年設立、職員10名)

 事務局長（共に東京在住）:
EU側: Silviu JORA 日本側: 大隅 正憲

日欧産業協力センター 組織概要



政策分析・提言

• シンクタンクとしての活動
• エネルギー、環境、気候変動

• 貿易と投資

• 産業政策（中小企業政策、イノベーション政策
等を含む）

• 日・EUビジネス円卓会議
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ビジネスのための事業・サービス

• トレーニング

• 受入研修事業（HRTP）

• 短期研修事業（トピカル・ミッション）

• 理工系学生の企業研修事業

• 日本及び欧州の中小企業のための情報
提供サービス

• ヴルカヌス 日・EU学生向け研修

日欧産業協力センター 事業内容

研究開発およびイノベーションに
おける日欧協力の促進

• Horizon 2020
• イノベーション
• ヨーロッパの衛星測位システム
（GNSS)計画の国際化

• クラスター情報サポート



Enterprise Europe Network – EENとは

エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワークとは、

中小企業の国際化・技術イノベーション交流を目的に設立された

世界最大規模のビジネスネットワークです。
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中小企業の定義（欧州委員会）
出典：http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

• 2008年に欧州委員会が設立
• 2011年から日本で最初のサポート機関として日欧

産業協力センターがEENに加入
• 2015年時点で約60か国で

約600のサポート機関が活動中

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm


現在のEEN Japanのカバー範囲＝
EU加盟２８カ国＋COSMEプログラム参加国

EU加盟国 ベルギー

ブルガリア

チェコ

デンマーク

ドイツ

エストニア

アイルランド

ギリシャ

スペイン

フランス

クロアチア

イタリア

キプロス

ラトビア

リトアニア

ルクセンブルク

ハンガリー

マルタ

オランダ

オーストリア

ポーランド

ポルトガル

ルーマニア

スロベニア

スロバキア

フィンランド

スウェーデン

英国

監督官庁：
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME) https://ec.europa.eu/easme/en/

COSMEプログラムとは

中小企業の協業力向上のための欧州委員会による
プログラム （2014-2020年 2.3billion Euro予算）

cf. 約3113億円 (2015年5月レート）

新しく創出される仕事の８５%を占める中小企業の
重要性を背景に、起業の促進、ビジネス環境の改善を
目的に新設された。

モンテネグロ、トルコ、マケドニア、モルドバ、アイスランド
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9703?locale=en

COSMEプログラム参加国（2015年5月時点）



提供サービス

• EUに特化した無料の公的ビジネスマッチングサイトです
– 日本の団体は、個人事業主から中小企業、大企業、大学、研究機関まであら

ゆる方にご利用いただけます。

– 日欧産業協力センターをワンストップ窓口にして、ネットワークに加盟する
EU28か国の商工機関の支援を受けられます。

– 2タイプのマッチングをご用意しています。
• 長期じっくりインターネット経由のマッチング

– インターネット上のデータベースに協業リクエスト（プロフィール）を登録します

• 短期決戦 EUでの見本市で対面マッチング

– MEDICAやHannover Messeといった見本市会場で商談会をおこないます

• EUに関するビジネス情報のご案内
– 無料の範囲で

– 公的情報源を中心に情報源をご案内します。
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EENの特長

9

特長1： 情報機密性への配慮
匿名で協業パートナーが探せます。

特長2： 新鮮で豊富な情報
約15,000件のビジネス協業リクエスト
約6,500件の技術オファー
約1,000件の技術リクエストが登録されています。

特長3： 信頼性：EU全域にわたる公的機関のネットワーク網
EUおよびその他の地域の商工会議所・公的機関・大学など
約55カ国600団体がサポート機関として加入しています。



マスタ タイトルの書式設定

EENの標準プロセスと手続き



①

②

③

④

⑤

⑥

協業パートナーとのB2Bマッチングの

プロセスについて
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③

協業リクエスト
用紙の入力

EENデータベース
への登録申請

EEN
データ
ベース

協業リクエストを
審査の上、登録

EU中小企業・研究
機関などに配信

在EUサポート
機関を通じて

応募

両サポート機関
の仲介を経て
両社で協議

日本

EU

日本企業、大学、
研究機関

日欧産業
協力センター

EU各国の
EENサポート機関

EU 中小企業、
大学、研究機関



③

B2Bマッチングのプロセスについて

Step 主体 内容

① 記入 日本企業
日欧産業協力センターへのコンタクト開始
協業リクエスト用紙の記入

② 記入 日欧産業協力センター
協業リクエスト用紙内容の確認
EENオンラインデータベースへの登録

③ 登録 欧州委員会
協業リクエストを審査の上、オンラインデータベースに登録（企業名は匿名）
事前にキーワード登録している企業に対し、新着プロフィール情報を配信

④ 配信
EU各国の
サポート機関

オンラインデータベースを参照。
担当テリトリー内の企業に対し、配信。

⑤ 応募 EU中小企業
受け取った協業リクエスト情報に興味があれば、自国のEENサポート
機関を通じ、応募。その際、自社の協業リクエストも提供する。

⑥
日・EUの両企業
両EENサポート機関

サポート機関の仲介を経て、両社の了解を得たのちに社名など公開し、より
詳細な互いの希望条件など情報交換
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EENのメリットー情報の機密性への配慮
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新規事業など情報の機密性が必要とされる場合でも、貴社を特定する情報は
非公開（匿名）のまま、協業リクエストを広く告知することが可能です。

協業リクエストデー

タベースに情報掲載

時は、企業名・連絡

先情報は非公開です

。

左図の灰色の入力欄

が非公開情報です。



技術オファー（サンプル）

募集しているパートナーへ
の希望条件

提携形態（JV, ライセンス
供与、など）
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自社の特長をアピール

匿名で情報掲載
新規のプロジェクトなど
情報の機密性に配慮が必要な
場合でも安心してパートナーを
探すことができます。



EENのメリット- 情報の機密性への配慮
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企業名
コンタクト情報
などは非公開です。

左図の灰色の入力欄
が非公開情報です。

新規事業など情報の機密性が必要とされる場合でも、貴社を特定する情報は
非公開（匿名）のままで提携パートナー候補を探すことができます。



EENのメリット
ー新鮮で豊富な情報量

• エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワークに登録される案件には「有効期限」が設定されて
います。

• 登録された協業リクエストは、キーワードなどをもちい検索することができます。

• 2015年5月現在、約12,000件の協業リクエストが登録されています。
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EENのメリットー
信頼性：EU全域にわたる公的機関のネットワーク網
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http://www.een-japan.eu/ja/

EEN には約60カ国600の公的機関が加入
しており、最寄りのコンタクト窓口を
つうじてEENのサービスを受けられます。

日本企業をサポートするEENコンタクト窓口は、
EEN Japan [日欧産業協力センター]です。

EEN Japan ウェブサイト

http://www.een-japan.eu/ja/


EENのフォームについて

5種類の協業に関するフォームがあります。

１. ビジネスオファーフォーム

２．ビジネスリクエストフォーム

３．技術オファーフォーム

４．技術リクエストフォーム

５．リクエストへの応募フォーム
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フォームのダウンロードはこちらから
http://www.een-japan.eu/ja/content/how-to-register-profile

(ページ最下部のファイルリストにあります。)

http://www.een-japan.eu/ja/content/how-to-register-profile


EENのフォーム5種類について

１. ビジネスオファーフォーム （製品・サービスを提供したい）

２．ビジネスリクエストフォーム (製品・サービスの提供を受けたい）

３．技術オファーフォーム

（自社の持つ技術シーズやノウハウを提供したい）

４．技術リクエストフォーム

（自社にない技術シーズやノウハウの提供を受けたい）

５．リクエストへの応募フォーム

（EU企業からの協業リクエストに対して応募したい）
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フォームのダウンロードはこちらから
http://www.een-japan.eu/ja/content/how-to-register-profile

(ページ最下部のファイルリストにあります。)

http://www.een-japan.eu/ja/content/how-to-register-profile


フォームの選び方

パートナーシップ
を探す対象は次
のどちらですか？

貴社は提供す
る側・提供を受
ける側のどちら

ですか？

貴社は提供する
側・提供を受け
る側のどちらで

すか？

フォーム：
Business Offer

ビジネスオファー

既存の「パートナー
募集」への応募

ですか？

フォーム：Expression of 
Interest 協業への応募

フォーム：
Business Request
ビジネスリクエスト

フォーム：
TECH Request
技術リクエスト

フォーム：
TECH Offer
技術オファー

１ いいえ

１ はい

２．ノウハウ（技術シーズ

など）

１．商品やサービス

１．提供する ２．提供を受ける １．提供する ２．提供を受ける

自社の商品やサービス

の販売代理店を探す

Ex. 商品のメーカーが

、販売代理店を探す

商品やサービスを探し

ている

Ex. 販売代理店が、

取り扱う商品やサービ

スを探している。

技術シーズやノウハウ

を他社に提供する

Ex. 自社開発した技

術シーズのライセンス

供与先を探す

技術シーズをノウハウ

を他社から提供を受け

る

Ex. 技術シーズを提供
してくれる供与元を探

す



フォームご記入上の基本ルール

• 英語でご記入ください

• すべての項目にご記入ください

• 社名や製品名などの固有名詞は使えません

– 「A Japanese （製品カテゴリー）（業界）（業態）」を
主語にします。

• (例) A Japanese optical components manufacturer

• (例) A Japanese PR agency 

– 主語や目的語などは「They」「them」を使用

– パートナー候補は「Potential partner」
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フォームご記入上の基本ルール

• １フォーム＝１プロジェクトにおける１協業パートナー、とお考え
ください
– 製品の販売パートナー

（販売網が整備されていて、顧客層が厚くて、営業力がある企業求む）

一枚の協業リクエストフォーム

– 製品の製造パートナー（同種の製品の製造経験があり、特定のスキル
や経験を持つエンジニアが＊＊人いる、ISOなどの認証を受けている）

一枚の協業リクエストフォーム
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あれもこれもと欲張ると、貴社のリクエストの意図が
伝わりません。また、すべての条件を満たす企業とな
ると、ハードルが上がってしまい、なかなか応募者が
現れません。



フォームご記入の前に

• フォームを書く前に、じっくりイメージしてください。

– 貴社の企業戦略について

• 貴社の強みを生かすには？

• 貴社の弱みを補うには？

• 海外展開のメリットは？

• 海外展開のリスクは？

• リソースは十分ですか？

– どの国・地域でパートナー企業を探しますか？

• 該当製品の業界をリードしている国はどこですか？

• 有望な顧客を多く抱えている国はどこですか？

– どんな企業規模の会社ですか？期待するポイントは？

• EU域内にわたる広範な販売網をもっている会社？

• 研究機関からスピンアウトした少人数精鋭の小回りのきく会社？
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フォームご記入の前に

• 日本企業は謙虚で控え目ですが、もっと 「アピール」しましょう。

貴社の持つ「財産」の棚卸をしましょう。

– 製品や技術の修飾に使える形容詞：

excellent (すぐれた）、innovative（画期的な）、cutting-edge（先鋭的な）

なぜExcellentなのか、なぜInnovativeなのか、根拠も書き記しましょう。

ex. ＊＊性能を従来比 ＊％向上させた画期的な製品です。

– アピールのポイント

• 日本国内で得ている定評や評価、販売実績事例など

• 貴社とお付き合いをする代理店、バイヤーはどんな具体的なメリットを

得られますか？ 貴社でなくては提供できないバリューは？

（ユニークセリングポイントは？）
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フォームご記入のコツ

以下の質問に対する答えを盛り込んでください

自社の製品/サービスについて
• どんな製品/サービスを提供しているのか？

– 機能について

– 適用されている業界や用途について

• ターゲットとなるマーケットは？エンドユーザは？

• 製品やサービスの提供のモデルと貴社の役割について

• 現在の商流について（卸売・小売・代理店・オンライン販売、など）

• 現在の市場について

• 製品/サービスのユニークなセリングポイントは？競合他社との差別化
ポイントは？
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フォームご記入のコツ

以下の質問に対する答えを盛り込んでください
希望するパートナーについて

• どんなタイプの企業か？彼らの現在持つ製品/サービスは？

• どんな顧客を持っているか？

• 現在の市場について

• パートナーに期待する役割は？協業関係の成果として期待するものは？

• パートナーに期待する具体的なタスクは？

• どんなスキルや機能を持つ企業と提携したいか？
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フォーム記入のコツ

• 書き方

– 平易なわかりやすい英語を使い、技術用語は多用
しない。

– 専門用語は避け、略語などについては補足する。

– 技術シーズの場合には「どのようにできるか」よりも
「なにができるか」を強調する。

– 探したいパートナー像を明確にする

28



写真について

29

システム構成図など

必要な情報をテキストで
書き込みます。

・写真の中での注目点
・なにの写真なのか

JPEG写真2枚を添付資料として
掲載することができます。



マスタ タイトルの書式設定

EEN活用事例



EENを利用した日本企業の事例
その１

• 医療関連器具の製造メーカー

• ヨーロッパにおける販売代理店を探していた

• ドイツの医療関連展示会 COMPAMED/MEDICA2012に出展

• EENを通じて協業リクエストをGermany, France, UK, Spain, and 
Italyの商工機関に配信

• 応募のあったEU企業の中から東欧の医療機器商社と代理店契
約を締結
– COMPAMED会場で会うアポイントメントを会期2カ月前にするが、実際は当日は

来場がなく、会えなかった。

– 結局は、会わないまま、メール・電話での交渉をおこない、代理店契約に至った。

• EEN説明＝6月中旬、パートナー決定＝12月末
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EENを利用した日本企業の事例
その２

• デザイン重視のパーソナル文具メーカー DesignPhil社

（製品ブランド MIDORI® および KNOX® ）

• 自社商品にデザインを提供してくれる北欧デザイナーを探していた

• EENをつうじて北欧（スウェーデン・フィンランド・デンマーク）の商工
機関にデザイナー募集情報を告知

• スウェーデンから複数のデザイナーの応募を受け、メールでの交渉
をおこなったのち、発注を決定。

• 対面は発注決定後のデザイン打ち合わせを現地で行った際のみ。

• 短期間でのパートナー探し（EEN説明＝2012年11月中旬、パートナ
ー仮決定 2012年12月30日）
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EENを利用した日本企業の事例
その２

33



マスタ タイトルの書式設定

展示会におけるB2Bミーティングへの

参加方法
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B2Bミーティング 情報

• EEN Japanのニュースレターを購読する

• EEN JapanのウェブサイトのEventsコーナーを
閲覧する

• EENウェブサイトのEventsコーナーを閲覧する
（年間約300件の開催）

• 参加予定の展示会のウェブサイトを閲覧する

• 展示会事務局に問い合わせてみる
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EU各地で開催される
B2Bマッチングイベントの告知
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COMPAMED/MEDICAについて

毎年11月開催にドイツで開催される世界最大の医療関連見本市

２展 同時開催
• COMPAMED（コンパメド） －国際医療機器技術･部品展

医療機器･製品製造に関する技術や部品、原材料が展示されます。
（ 2014年 724社出展 うち 日本企業35社）

• MEDICA （メディカ） ― 国際医療機器展

医療機器･医療製品に関する専門見本市です。

（2014年 4,831社出展 うち 日本企業182社）

COMPAMED/MEDICA来場者の約70％が

購入に関する意思決定権者
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EUの展示会は「商談の場」
であり、バイヤーや代理店
との事前アポが重要!!



B2Bミーティングのイントラネット
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B2Bミーティングの
イントラネット

39

データ（2014年11月）

参加者 266団体 （2013年 267団体）
（218=企業、11 =大学、12 = R&D機関、
25＝その他）

オファー 121件 リクエスト40件
オファー＆リクエスト 71件

845ミーティングが成立 （2013年871件）



マッチング用イントラネットの典型

40

名前
社名

ブース番号
国名など

リクエストや
オファー内容

入力する情報
自社のプロフィール
希望（自社が提供する製品やサービス、探している製品やサービス）



マッチング用イントラネット

41

イントラネットで
プロフィールを検索

企業名や名前、先方の希望
などを確認した上で商談
申し込みメールを送る



海外の展示会に出展したある企業は・・・

• EU企業へのコンタクトをとることが難しかった

• 展示会での商談アポをコンサルタント任せで、14-15件入れ
てもらった。しかし、直前までリストが手元に来ず、商談相手
にアポの趣旨が伝わっておらず、ミスマッチが多かった。

• 代表的なイベントなので、主要企業は当然出展しているもの
と思っていたが、実際には出展していなかった。一般来場者
として来ているはずだが、アプローチできない結果となった。

42

EEN JapanをつうじたEU商工機関アプローチに切り替えたところ、
企業へのコンタクトの最初のハードルが少し下がったように感じる。

去年、MEDICAではアプローチできなかった企業とSkypeミーティングが
実現し、技術開発部門の責任者とやりとりできるようになった。



海外の展示会に出展した企業からの
アドバイス

• アプローチ
– 会期中だけに限らず、会期以前からの中長期的アプローチが必要

– 会期中は仕上げ・刈り取りの場

• 他人任せの限界
– 複数のサービスやツールを併用し、自社の戦略に合わせて取捨選択を

おこなう

• 出展する数ヶ月前の準備
– 自社の強み・今後の戦略・ターゲットの明確化

– イベントに望む成果の明確化

– 提供情報の準備 （リーフレット・価格表）

– 展示会場 内外でのアポ取り

– 事前コミュニケーションを経て、「仕上げとしての対面」
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マスタ タイトルの書式設定

EENに関する情報源



EENウェブサイト
（英語・欧州委員会運営）

45

EUでおこなわれる
展示会会場で併催されるB2B

マッチングイベント情報が
ご覧いただけます

イベント



EENジャパン
（日・英 併記、日欧産業協力センター運営）

ウェブサイト http://www.een-japan.eu/ja/
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http://www.een-japan.eu/ja/


EU各地で開催される
B2Bマッチングイベントの告知
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パートナー募集情報
協業リクエストの閲覧

48

（参考情報として）EUに向けた
日本企業からの協業リクエスト

http://www.een-japan.eu/opportunities

日本に向けた
EU企業からの協業リクエスト

http://www.een-
japan.eu/ja/opportunities



EENに登録されている
協業リクエスト情報の検索

49http://www.een-japan.eu/ja/content/network-database

http://www.een-japan.eu/ja/content/network-database


EENに登録されている
協業リクエスト情報の検索

50http://www.een-japan.eu/ja/content/network-database

英語キーワードで協業リクエスト
を検索可能です。
「medical equipment」「organic 
food」 などスペースを含めて複数
単語を列挙して検索可能。

Any word ＝ キーワードの
いずれかが含まれる
All words=キーワードすべて
が含まれる

結果の表示形式
「検索開始」ボタン

協業リクエスト
タイプ

協業リクエストを
出した当事者の国

協業相手として
希望された国

国名をShiftやCtrlを押しながらクリックすると、複数選択可能。

http://www.een-japan.eu/ja/content/network-database


検索結果-1
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一覧で検索結果が表示される

クリック

1件ごとの詳細情報



検索結果-2
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クリック

主語は匿名で表現されます。

システム構成図や写真
などを登録することもで
きます。



技術オファー（サンプル）

53

匿名で情報掲載。

新規のプロジェクトなど機密性の

高いケースでも安心してパートナ

ーを探すことができます。

自社の特長をアピー

ル

募集しているパートナ

ーへの希望条件

提携形態（JV, ライセン
ス供与、など）



EEN-Japan e-alert メールニュース
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------------------------------------------------------------
▼1. EUからの新着協業リクエスト▼

--------------------------------------------------
●(10月17日更新）アメリカの企業が特殊効果技術 (リアルな炎の再現技術）を探して
います

http://www.een-japan.eu/ja/content/usa-SE
●(10月16日更新）イタリアのテキスタイルメーカーが日本におけるチャネルパートナーを
探しています

http://www.een-japan.eu/ja/content/italian-style-clothes
●(10月3日更新)カタルーニャ地方の製造メーカーが自動車用エアー・フレッシュナー
(芳香剤）の取り扱い代理店を探しています。

http://www.een-japan.eu/ja/content/catalan-air-fresheners
●(9月24日更新)スウェーデンのプラスチックバケツのメーカーが日本での販売代理店を
探しています。

http://www.een-japan.eu/ja/content/sweden-bucket
●(9月24日更新）スウェーデンのデザイン会社が開発した新しいタイプの耳栓の販売代理
店を探しています。

http://www.een-japan.eu/ja/content/sweden-earplug
●(9月7日更新)フィンランドの布・インテリア装飾のデザイン・製造企業が販売代理店を
探しています。

http://www.een-japan.eu/ja/content/finnish-interior

http://www.een-japan.eu/ja/content/usa-SE
http://www.een-japan.eu/ja/content/italian-style-clothes
http://www.een-japan.eu/ja/content/catalan-air-fresheners
http://www.een-japan.eu/ja/content/sweden-bucket
http://www.een-japan.eu/ja/content/sweden-earplug
http://www.een-japan.eu/ja/content/finnish-interior


マスタ タイトルの書式設定

その他情報源



EUで行われる展示会情報
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www.jetro.go.jp/j-messe/



EU 輸入規制に関する情報
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https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/foods/exportguide.html



ジェトロが出展支援を予定してい
る展示会･商談会（EU）
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見本市・展示会名 分野 開催場所 開催時期 募集時期 問い合わせ先

（募集締切日）

BIO-Europe 2015 バイオ ミュンヘン・
ドイツ

2015年11月2日～4日 募集中 ヘルスケア産業課

（7月23日） 03-3582-8351

パリ・アパレル展 Paris sur 
Mode/Premiere classe秋冬
展

アパレル製品
及び服飾雑貨

フランス・パ
リ

2016年3月初旬 第3四半期 生活関連産業課（ファッション
産業班）

03-3582-1670

パリ・アパレル展 TRANOI 
Femme 秋冬展

アパレル製品
及び服飾雑貨

フランス・パ
リ

2016年3月初旬 第3四半期 生活関連産業課（ファッション
産業班）

03-3582-1670

ミラノ・ウニカ 2月展 テキスタイル イタリア・ミ
ラノ

2016年2月初旬 2015/9/1 生活関連産業課（ファッション
産業班）

03-3582-1670

Ambiente インテリア・
ギフト

フランクフル
ト・ドイツ

2016年2月12日-16日 2015年8月頃 生活関連産業課（デザイン産業
班）

03-3582-5015

https://www.jetro.go.jp/services/tradefair/list.html

http://www.ebdgroup.com/bioeurope/index.php
https://www.jetro.go.jp/events/sid/8ed12b061c874895.html
http://www.parissurmode.com/
http://www.tranoi.com/femme/
http://www.milanounica.it/ENG/home.php
http://ambiente.messefrankfurt.com/
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財務情報・信用情報を確かめるには

海外企業の信用・財務情報を確認なさりたい場合

日本貿易振興機構（ジェトロ）のビジネスライブラリーで検索が可能です。

■JETROビジネスライブラリーで利用できるデータベース

ビジネスライブラリーにはデータ検索コーナーがあり、無料で利用することができます。
有料で印刷し、コピーを持ち帰ることもできます。

JETROビジネスライブラリーについて(http://www.jetro.go.jp/library/）

企業ディレクトリ：

60

KOMPASS Online http://www.kompass.jp/

世界66カ国･地域の約460万社の企業情報を収録。企業名、業種等から検索可能。DB作成元は
KOMPASS社。[英語]
国別収録企業数一覧(2014年7月確認)（55KB）

Mergent Online http://www.mergentjapan.com/index.php

世界の上場企業約38,000社の企業情報を収録。最大15年分の財務情報を収録。DB作成元はMergent社。
未上場企業約3,500万社を収録した「D&B 20 M Plus Private Company Search」 の利用も可能。[英語]

http://www.jetro.go.jp/library/
http://www.kompass.jp/
http://www.jetro.go.jp/library/list/database/kompass201407.pdf
http://www.mergentjapan.com/index.php


財務情報・信用情報を確かめるには

■日本貿易保険
バイヤーの信用調査（有料） http://nexi.go.jp/procedure/consult/charge.html

※貿易保険の利用を前提に、中小企業を対象にバイヤー調査費用が3件まで無料化される
サービスあり。利用条件など詳しくは日本貿易保険にお問い合わせください。

■ジェトロ

•海外信用調査サービス
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/support/s-1/cofcreditj.html
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/support/indexj.html
https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/option/creditcheck.html
（引用）外国企業の信用調査は以下の機関でも行っています。

お申し込み方法や料金などの詳細は直接各機関にお問い合わせ下さい。

• ダン アンド ブラッドストリートTSR株式会社

• 株式会社東京商工リサーチ

• 株式会社帝国データバンク

（引用終わり）

•海外企業の財務情報を調べるには
http://www.jetro.go.jp/library/reference/company3.html
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http://nexi.go.jp/procedure/consult/charge.html
https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/option/creditcheck.html


日英 契約書ひな形を入手するには

62

日本貿易振興機構（ジェトロ）のビジネスライブラリーで検索が可能です。

■JETROビジネスライブラリーで利用できるデータベース

DRAFTSMAN

契約書の雛型を約400書式収録したデータベース。日・英対訳版の
『DRAFTSMANⅢ』と日・英・中国語の3ヶ国語対応の『DRAFTSMAN JEC』あ
り。DB作成元は国際事業開発株式会社。

※JETROビジネスライブラリーでは、1枚150円でプリントアウト可能。
（データのダウンロード持ち帰りは不可。）

※収録例：売買契約書、委託加工契約書、加工取引契約書、共同研究開発
契約書、など



参考情報：海外取引のトラブル防止

• （中小企業の海外展開において）日本弁護士連合会による

弁護士の紹介サービス
（ただし、以下の連携機関をつうじて依頼する必要があります。

– 日本貿易振興機構（JETRO）の貿易投資相談

– 東京商工会議所の海外展開支援担当コーディネーター及び中小企業国際展開アドバイザー

– 日本政策金融公庫の各支店、など）

http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html

•日本弁護士連合会 ひまわりほっとダイヤル
ひまわりほっと法律相談室第17回記事「海外取引におけるトラブル防止」

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0017.html

• 経済産業省近畿経済産業局 発行 冊子のダウンロード
「海外ビジネスに向けた展示会出展の事前準備ガイドブック
『展示会の落とし穴－知的財産の流出リスクとその対策－』」
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai2013/tenzikainootoshiana.html
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http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0017.html
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai2013/tenzikainootoshiana.html


Google 翻訳
http://translate.google.co.jp/
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http://translate.google.co.jp/


Excite 翻訳
http://www.excite.co.jp/world/
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http://www.excite.co.jp/world/


Excite 翻訳

66

日本語① 英文に翻訳

日本語②



Excite 翻訳
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日本語①

日本語② 上下の日本語が一致するまで、
日本語①の日本語を調整します。



Nifty 翻訳
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マスタ タイトルの書式設定

まとめ



EENのメリット

• 協業リクエストの登録された豊富なオンライン協業リクエストデータベース

• EENパートナーのチェックを経て、欧州委員会の審査を受けた協業リクエ
ストだけが登録されています。

• 日本・EU側それぞれにサポート機関がつき、アドバイスやサポートが得

られます。

• 新規事業など情報の機密性が必要とされる場合でも、貴社を特定する情報

は非公開（匿名）のままで提携パートナー候補を探すことができます。
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 エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク・ジャパン

http://www.een-japan.eu/ja/

 お問い合わせ先

日本 Info-jp@een-japan.eu 電話: 03-6408-0281  FAX: 03-6408-0283

担当：日欧産業協力センター ムラ、谷澤、三田

• 協業リクエストは、英語でご記入の上、ご提出ください。EENサポート機関によるチェック
および欧州委員会による審査を経て、データベースに登録されます。

• チェックや審査の結果、登録できない場合もございますのであらかじめご了承ください。
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HPリンクおよびお問合せ先

http://www.een-japan.eu/ja/
mailto:Info-jp@een-japan.eu


エンタープライズ・ヨーロッパ･ネットワーク・
ジャパン
info-jp@een-japan.eu
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