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本日の流れ

1. 飛びだせJapan！の概要

2. 募集要領と応募書類について

3. ビジネスプラン作成のポイント

4. 各国のビジネスニーズ

5. 質疑応答
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会社紹介
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会社紹介 アイ・シー・ネット株式会社
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開発途上国に強いコンサルティングファーム。アジア、アフリカ、中南米など
の開発途上国で、調査、ODAプロジェクト、海外進出支援などを実施

設立 1993年10月

代表 百田 顕児

本社所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
明治安田生命さいたま新都心ビル27F

資本金 7,000万円

株主 株式会社学研ホールディングス

従業員数 163名（2020年8月現在）

主要取引先 国際協力機構（JICA）、外務省、
世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、
その他公的機関
民間企業（製造業、サービス業など）

事業内容 ODAコンサルティング事業
海外展開支援事業
人材育成事業
スタートアップ支援事業

日本で入手できない途上国のリアルな情報や現地ネットワークが強み



飛びだせJAPAN！の概要
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１．飛びだせJapan! 概要
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• 経済産業省の補助事業としてICNETが実施運営

• 本年度の事業は、コロナ禍の影響により補助内容を
変更して実施。

• 新興国の社会課題解決につながる日本の中堅・中小
企業によるビジネスプランを公募し、ビジネスプラ

ンの準備にかかる費用に対して補助金を供与

基本情報
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本年度の補助内容の特徴

１．飛びだせJapan! 概要

• 海外渡航を前提とせず、現地委託調査、会社パンフレッ
トの英訳、ホームページの英訳、自社製品のローカライ
ズなど、企業の海外進出準備にかかる費用などを対象。

• 採択後、新型コロナウイルスの感染状況の収束により補
助期間内での海外渡航が可能になった場合は、経済産業
省と協議の上、渡航の可否を判断。
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募集要件

１．飛びだせJapan! 概要

• 「日本に設立された株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限
会社のいずれかの法人格を有する」中堅・中小企業

• 開発途上国（DACリスト）での事業を対象

ASEANは除く

外務省海外安全情報レベル2以上の地域は経産省と協議し判断

• 上記対象国の現地パートナー機関（大学・研究機関・NGO・企業
など）との共同事業

• CSRなど非収益事業は対象外
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補助金について

１．飛びだせJapan! 概要

1社あたりの補助上限額：

1,000万円

補助率：

補助対象経費の2/3

補助対象経費：

人件費、外注費、委託費、印刷製本費、

補助員人件費、旅費、会議費、備品費、消耗品、その他諸経費

＊人件費と補助員人件費以外は単価1万円以上が条件
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１．飛びだせJapan! 概要

月 実施内容

10月 公募開始(1日)・公募〆切（23日）

11月
審査
採択企業決定、採択企業への補助金交付決定
補助事業開始（交付決定され次第）

12月

1月

2月
補助事業期間終了（2月12日まで）
精算、報告書作成（2月末まで）

3月 採択企業への補助金の支払い（3月末まで）

採択企業の
補助対象期間

※ スケジュールは今後多少変更となる可能性がございます。



• 社会課題
• 収益性
• 実現可能性
• 将来性
• 独創性
• アカウンタビリティ
• 事業の妥当性

10

１．飛びだせJapan! 概要

ビジネスプランとその準備計画に関して審査

審査の基準



募集要領と応募書類について
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2．募集要領と応募書類について

応募書類

• Web上での応募フォームの入力

【応募フォームに添付】
１．ビジネスプランとその準備計画（A4で10ページ以内）
２．補助事業の資金計画表
３．会社概要
４．財務諸表（３年分）
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2．募集要領と応募書類について

ビジネスプランとその準備計画

• 渡航できるようになったタイミングで実施するビジネスプ
ランと、その準備として実施する計画を記載

補助対象
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2．募集要領と応募書類について

補助事業の資金計画表

• 11月下旬からの補助事業開始に向けて計画作成
（2020年11月から2021年2月12日までの約2ヶ月間）

• 補助金の支払いは、原則2021年3月となる。補助事業の資
金調達計画が明確になっていることが重要。

• 補助期間以外の経費は対象外。

• 販促費は対象外。

※補助事業で取得した財産の所有、管理
⇒ 採択企業◎、現地法人×



ビジネスプラン作成のポイント
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3.  ビジネスプラン作成のポイント
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• 背景：当社では過去5年間にわたり飛び出せJapan!を通じて、
多くの本邦中小企業の社会課題解決型国際共同開発事業（製
品・サービス開発支援事業）について、途上国や新興国を対象
にした海外進出を支援してきました。その中で、しっかりした
事業計画を持っていないために、海外展開がうまくいかない
ケースも見てきました。

• 成功要因分析：海外進出の初期段階で事業の進むべき道筋を考
える事業計画ステージ、事業アイデアをよく考えまとめ上げる
事業開発ステージを中心に、進出国内および隣国への事業拡張
時に有効な事業展開ステージにも活用できるキーポイントをま
とめました。

成功要因分析とは？



3.  ビジネスプラン作成のポイント
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事業計画 事業開発 事業開始

•複数国を比較した上で国の選定をしている

•他国展開を見据えた選定をしている

•自社に関係する規制や法制度、商習慣などを把握している

•事業を拡大できる余地が市場にある

•現地パートナーを確保できるあてがある

国の

選定

•対象国への展開を会社の事業戦略の一つに位置付けており、社内で戦略を共有している

•会社の意思決定者が現地に行ったことがある

•事業開始後に資金や人材を投入する計画がある

•対象国の事業展開に責任者を配置し、権限移譲している

コミット

メント

•最初の計画にこだわらず短期間で仮説検証をする

•スピード感がある計画になっている

•現地に詳しい人材からの情報をもとにビジネスモデルを作っている

•海外展開に必要な資金調達について目途がたっている

計画

策定



3.  ビジネスプラン作成のポイント
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•一般論のニーズではなく、具体的な顧客の顔がみえるレベルでニーズがあることを把握
している（ペインとゲイン）

•顧客からヒアリングをしたことがある

•顧客の購買力を把握している

•顧客の行動様式（どこで情報収集し、どこから購入するなど）を理解し、顧客接点を意識
している

ビジネス
モデル

（顧客）

•自社の競争優位がどこにあるかを特定している。

•競合他社（日本企業だけでなく他国の企業含む）の動きを把握し、比較優位性をどこで
作るか検討している

•顧客の購買力に適した価値となっている

•製品やサービスを顧客に提供するための事業パートナーがいる

•公的機関を巻き込んだビジネスモデルとなっている

ビジネス
モデル
（価値と
提供手
段）

•初期段階で製品やサービス（試作品）を市場にだして市場の反応を得ている

•現地の購買力に合わせた料金徴収の仕組みがある（量り売りや割賦など）

•現地の物価上昇率をふまえた収支計画になっている

•日本本社への利益還流方法を想定している

ビジネス
モデル

（収益）

事業計画 事業開発 事業開始



3.  ビジネスプラン作成のポイント
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•製品・サービスのローカライズをしている

•現地人材を育成している

•事業内容の積極的な発信をしている

方針転
換・事業
拡大など

事業計画 事業開発 事業開始



3.  ビジネスプラン作成のポイント
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1 海外進出のガイドライン（事業計画）

1.1 進出国の決定には複数国を比較してみる
知り合いや、取引のある企業が進出しているというだけの理由で進出したために、現地の
事業で失敗したケースが散見されます。まずは進出する候補国を並べてみて市場規模、産
業構造、規制などを比較しましょう。

事例から考える：

• ヒアリングした中で約半数の企業は、複数の候補国の中から進出国を決めていました。

• 複数国を比較していないケースでは、優良なビジネスパートナー候補がその国にいまし
た。

進出企業はこうして決断した：
A社が開発した健康管理アプリ展開のためにアフリカで最も有望な市場であ

るケニアのほか、隣国のタンザニアやエチオピアも検討した。最初はネッ
トで基本的な情報を探して、最終的には責任者が現地を何度か訪問して、
実際に医療従事者や顧客候補の方々から生の情報を得てビジネスの可能性
をつかんできた。最終的には経済や市場の成長性、現地のニーズ、パート
ナーの存在を踏まえてケニアへの進出を決めた。

ここがポイント！
・ネットなど机上の調査結果に
加えて、実際に現場を見て比較
することが大事です。

事例から得ら
れた教訓とそ
の説明

16社から聞き

取った内容の
要約

事例から特に
参考になった
ストーリー

教訓を行動に
移す際のポイ

ント

成功要因分析の見方ガイド



3.  ビジネスプラン作成のポイント
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成功要因分析の例

1 海外進出のガイドライン（事業計画）

1.1 進出国の決定には複数国を比較してみる
知り合いや、取引のある企業が進出しているというだけの理由で進出したために、現地の
事業で失敗したケースが散見されます。まずは進出する候補国を並べてみて市場規模、産
業構造、規制などを比較しましょう。

事例から考える：

• ヒアリングした中で約半数の企業は、複数の候補国の中から進出国を決めていました。

• 複数国を比較していないケースでは、優良なビジネスパートナー候補が進出国にいまし
た。

進出企業はこうして決断した：
A社が開発した健康管理アプリ展開のためにアフリカで最も有望な市場であ

るケニアのほか、隣国のタンザニアやエチオピアも検討した。最初はネッ
トで基本的な情報を探して、最終的には責任者が現地を何度か訪問して、
実際に医療従事者や顧客候補の方々から生の情報を得てビジネスの可能性
をつかんできた。最終的には経済や市場の成長性、現地のニーズ、パート
ナーの存在を踏まえてケニアへの進出を決めた。

ここがポイント！
・ネットなど机上の調査結果に
加えて、実際に現場を見て比較
することが大事です。



各国のビジネスニーズ
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4. 各国のビジネスニーズ
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• 途上国・新興国へのビジネス展開を考える際の主な視点
➢ 自社の製品・サービスは、どの地域・国でポテンシャルがあり

そうか
➢ 自社製品・サービスに関連する産業の構造は？
➢ 市場規模は？
➢ 規制は？
➢ 想定される顧客は？
➢ 現地パートナーは？ 等々

• アイ・シー・ネットでは、アフリカ、南アジア、ラテンアメリカ地
域で、重点国、重点セクターを設定し、デスクトップ調査、現地調
査を通じて日本企業の製品、サービスと親和性が高いと想定される
現地ニーズについて取りまとめました 。

ビジネス・ニーズレポート



• 対象セクターは、①農業/フードバリューチェーン、②保健・
医療、③人材育成、④インフラ・環境・ITなど

• 対象国は、アフリカ14か国、南アジア4か国、ラテンアメリカ
6か国
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対象国・セクター

4. 各国のビジネスニーズ
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1. セクターの概況・特徴
2. 業界構造
3. 市場規模
4. 参入事例（日本企業など）
5. ニーズが見込まれる製品・サービス
6. 現地パートナー候補
7. 参入可能性

レポートの構成

4. 各国のビジネスニーズ
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4. 各国のビジネスニーズ

地域 国

アフリカ • ナイジェリア
• ケニア
• 南アフリカ
• エチオピア
• ガーナ
• セネガル
• タンザニア

• エジプト
• モザンビーク
• コートジボワール
• モロッコ
• ジンバブエ
• ルワンダ
• ウガンダ

南アジア • インド
• ネパール
• スリランカ
• バングラデシュ

ラテンアメリカ • ブラジル
• メキシコ
• パラグアイ

• コロンビア
• ペルー
• チリ

レポートの対象国
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• 追加でのご質問や、個別相談をご希望の場合、お気軽に
事務局までご連絡ください。

公募締め切り
10/23㈮ 正午

お問い合わせ:
アイ・シー・ネット株式会社
飛びだせJapan!事務局

E-mail: tobidase@icnet.co.jp

mailto:tobidase@icnet.co.jp

