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~中小機構とは~（https://www.smrj.go.jp/index.html）
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中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関
として、起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、企
業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供し
ています。
地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関と
連携しながら中小企業の成長をサポートしています。

中小機構の特色

■総合的な経営支援
■全国ネットワークを活かした 高度・広域な支援

中小機構の支援体制

■本部、全国９カ所に地域本部
中小企業大学校（研修施設）９校

■職員数約７５０人
(2019年4月1日現在)

全国に広がる、中小機構ネットワーク。
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事業の創出
（起業・創業）

事業の発展
（新事業展開）

経営相談
人材育成

（中小企業大学校）

中小企業の成長段階に応じてサポート（主な支援メニュー）

【インキュベーション】 【経営相談】

・全国２９ヶ所にインキュベ
ーション施設を展開常駐す
る専門家が早期の事業化
をサポート

【販路開拓・マッチング支援】

・展示会や商談会やマッチング
サイト「Ｊ-GoodTech 」、Ｅ
コマースの活用などにより販路
開拓をサポート

【中小企業成長支援ファンド】

・中小企業の成長・発展を目
的としたファンドに対して出資

【起業支援ファンド】

・設立５年未満の創業、
成長初期段階のベンチャー
起業への投資を目的とした
ファンドに対して出資

・オンライン、対面、電話、
メールなど、希望に応じた
方法で、経営に関するさま
ざまな課題に各分野の専
門家がアドバイス

【サテライト・ゼミ】

・全国各地の支援機関や
金融機関などと連携し、少
人数参加型の研修を実施
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【研修・セミナー】

・全国９ヶ所の中小企業
大学校や、各地域本部に
おいて、経営に役立つ実践
型の研修・セミナーを開催

【ハンズオン支援】
（専門家派遣）

・個別の経営課題に応じて、
豊富な経験と実績を持つ専
門家チームを派遣して支援

【地域新事業創出】

・地域の産品や技術を活か
した新商品・新サービスの開
発・事業展開をサポート



【被災事業者支援】

地震や豪雨などで被災した
企業へのさまざまな支援

【災害に対する備え】

緊急時の備えとなる事業継
続計画（ＢＣＰ）策定な
どをサポート

・セミナー、フォーラムの開催による
情報提供や、専門家のアドバイス
により後継者へのバトンタッチをサ
ポート

【事業引継ぎ支援】

・全国の「事業引継ぎ支援センタ
ー」と連携し、第三者へ事業を引
継ぐためのマッチングを支援

【事業再生支援】

【小規模企業共済】

・小規模企業の経営者や役
員の方が、廃業や退職時の
生活資金などのために積み
立てる共済制度

中小企業の成長段階に応じてサポート（主な支援メニュー）

事業の継続 【（事業承継・再生）、（共済制度）、（震災復興・災害対応）】

【事業承継支援】

・全国の「中小企業再生支援協
議会」と連携し、事業再生に向け
たアドバイスや再生計画策定をサ
ポート

【経営セーフティ共済】
（中小企業倒産防止共済）

・取引先の倒産時に、無担
保・無保証人で掛金総額の
１０倍まで、迅速に必要な
事業資金を借り入れできる
共済制度
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【青森県】
４市町 ２７案件

【岩手県】
１３市町村 ３６２案件

【宮城県】
１４市町 １４９案件

福島県】
２０市町村 １０８案件

【茨城県/長野県】
２町村 ２案件

＜概要＞

・被災市町村の要請を受けて、事業再開を希望する複数の中小企業・

小規模事業者等が入居する仮設施設を整備。

＜実績＞

・ ６４８案件を整備（令和２年１２月末現在）

【仮設商店街】 福島県浪江町 「まち・なみ・まるしぇ」
（完成：平成28年10月）

【中小機構の事業紹介①】 東日本大震災への対応（仮設施設整備事業：平成２３年度～）
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【中小機構の事業紹介②】 東北大学連携ビジネスインキュベータ Ｔ－Ｂｉｚ（インキュベーション事業）
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（１）事業概要
・東北大学青葉山キャンパス内に整備した大学連携型起業家育成施設。同大学等の研究シーズに基づく起業・新
事業展開、大学と連携して地域の新事業展開を促進することを目的に事業を実施。

（２）T-Bizにおける入居企業支援
・施設常駐のインキュベーション・マネージャーによる「伴走型支援」と中小機構が全国規模で提供する様々な支援を
組み合わせて入居企業を支援。

【Ｔ－Ｂｉｚ外観】

👈【ウェットラボタイプ１】

👇【オフィスタイプ】
１．建物構造：地上５階建て鉄骨造
２．延床面積：２，４７０㎡
３．各専有部居室（３６室）
・ウェットラボタイプ１：１７室
・ウェットラボタイプ２：１０室
・オフィスタイプ：９室

【Ｔ－Ｂｉｚ施設概要】



【中小機構支援施策紹介①】 「ジェグテック」で獲る新規顧客！
～ジェグテックを活用したビジネスマッチングの促進について～

■ジェグテックは、２０１４年１０月より、（経済産業省の所管する）独立行

政法人中小企業基盤整備機構が開設、運営しているウェブマッチングサイトで

す。

■ご登録いただいた中小企業様は、製品開発や新規取引のために、数多くの海

外企業や日本の企業への情報発信、最適なビジネスパートナー探しを行えます。
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国内外のジェグテック登録企業間にて、

発注・ニーズ情報の受発信を行えます。

貴社ページ（※）にて、技術、製品等

を情報発信できます。※初回英訳無料

ビジネスマッチングの実現に向け、

中小機構専門家がサポート！

無料でご利用いただけます。

ジェグテックの特徴

１９，０００ ７，５００
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長年培った技術をベースに、独自の技術開発にも力を入れています。
なかでも、同社が特許を保有する加工技術は、コスト低減、品質向
上の面で国内外から注目の的。大手企業とのマッチングにも成功。

中小企業×中小企業
営業部門を持たないという課題解決のために

海外企業×中小企業
ひとたびジェグテックの門を叩けば、世界中の企業とつながること
ができる

ジェグテックを活用することで多くの中小企業が、国内外の企業との新たな取引先展開に成功
しています。

大手企業×中小企業
大手のニーズを、独自の信念と加工技術でソリューション

板金やステンレスの加工において優れた技術をもちながらも、営業部
門をもたないために新規開拓の課題を抱えていた中小企業が、遠い県
外の企業からの受注に成功。

ジェグテックや中小機構が主催する商談会を契機に、海外企業との商
談を実施。出会ったベトナム商社との販売提携に向けてNDAを締結し、
アライアンス体制を構築中。

【マッチング成功事例】
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ビジネスマッチング事例

○遺伝子検査紙の海外販売パートナー企業との出会い （宮城県仙台市）

東北大学発のベンチャー企業、（株）TBA。遺伝子検査紙を含
む検査ツールの開発、製造、販売を手掛けるこの会社が、ベト
ナム、マレーシアなどの海外企業と商談。積極的に海外展開に
挑んでいます。

ベトナム
商社

国内

ベンチャー
×

(株) TBA

セールスマネージャー

「当社は中小機構が運営するインキュベーション施設

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）に入居しています。

こちらの専門家の方から、販路開拓ツールとしてジェグテックを ご紹

介いただいたのが活用のきっかけです。

ジェグテック掲載企業ということで、ベトナム商社の CEO と商談する

機会を得ました。また驚いたことに、その他にも、当社のジェグテック

掲載ページをご覧になったマレーシア企業様からオファーが届き、

商談に発展したこともあります。

ジェグテックには海外の公的機関が推薦した企業が登録されているので、

そちらの企業様たちにも積極的に訴求していきたいです」
10
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J-GoodTech（ジェグテック）の ４つの会員サービス

会員同士だから安心してやりとりができます。

（注意）一方的な売り込みになる「問合せ」は、信頼を
損なうこうとにつながりますので、ご遠慮ください。

取引を希望する企業を探し、直接コンタクトでき
ます。

共同開発、販売連携などの受発注を支援し、新
たな取引先開拓につなげます。

会員間で最新情報の告知やアイデアの交換がで
きます。

公的機関が運営するジェグテックサイト内に自社
のページを持てます。

ニーズ掲載

提案依頼

会員中小企業

ニーズ

ニーズを

抱える会員企業

（大手/中堅/中小）

提案

ニーズ受信・提案

会員企業のニーズに対し提案

会員企業へ提案を依頼して新規取引先を発掘

※中小企業会員が提案、また提案依頼する際には、コーディネータ
ーによるサポートもございます。

検索

取引を希望する企業（大手/中堅/中

小）

問い合せ

支援情報・

展示会情報

会員中小企業

中小機構や

会員企業

（大手/中堅/中小）

ジェグテックを

活用

交流マッチング

新商品などの

情報を掲載

会員中小企業

技術や製品等の情報を

ネット上に掲載

英語翻訳サービス

（無料）で

英語ページを作成可能

地域やニーズを

指定して

企業を検索できる

ニーズ トピックス

ダイレクトコンタクト 自社アピール
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■J-Goodtech（ジェグテック）新規登録のご案内■

※インターネットの検索サイトより 「ジェグテック」と検索

（ジェグテック：トップページ） ＊トップページに『新規登録』のボタンがございます。

https://jgoodtech.jp/pub/ja/

（ジェグテック：新規登録ページ）

https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
申請の流れと期間
下記2〜4まで、概ね2週間程度の期間をいただいています。
１．申請フォーム入力（①申請同意②法人情報入力③事業内容入力④申請入力確認）
２．中小機構にて審査
３．中小機構からメールにて「採択通知」の送付
４．中小機構から「ジェグテック」のアカウント登録に関するご連絡をメールにて送付

（反社会的勢力について、個人情報の取扱いについて）

※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場合には、本事業による支援を中止されても異議申し立てしませ
ん。
※皆様の個人情報及びご記入いただいた情報は、本事業目的以外に利用することはございません。適法かつ公正な手段により、目的範囲
内で使用いたします。

左記アドレスからWeb申請にてお申込みください。

◆お申込・お問合せ先◆
独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 企業支援部（ジェグテック担当）
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 仙台第一生命タワービル６Ｆ
電話：022-399-9031 E-mail：tohoku-kikaku01@smrj.go.jp
ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/jgoodtech/index.html

https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/jgoodtech/index.html
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小規模企業共済制度は、個人事業主、共同経営者及び会社等の役員が、将来に事業をやめられる場合や退任
される場合に備え、資金を準備しておくための共済制度です。

【中小機構支援施策紹介②】 小規模企業共済
～ 節税をしながら退職金を積み立てませんか！！ ～


