
⽇本

ヨーロッパと
マッチング

600を超えるサポート機関のネットワーク
3,000⼈のエキスパートがマッチングをサポートします

お問合せ： ⽇欧産業協⼒センター (ムーラ、三⽥、グラルキ、⼩澤)
〒108-0072 東京都港区⽩⾦ 1-27-6 ⽩⾦⾼輪ステーションビル 4F 
Tel:  03-6408-0281 | e-mail: info-jp@een-japan.eu 

エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク (EEN) の⽀援サービス
① パートナー探し⽀援（ビジネス・技術提携・研究開発など）
インターネット上に充実したデータベースをご⽤意し、ビジネス・技術提携あるいは研究開発パートナーを
お探しいただけます。あらゆる産業分野に対応しているサービスです。

③ 展⽰会/B2Bマッチングイベントのご案内
年間約150回以上の展⽰会/B2B商談会イベント
を開催しています。

② 情報源のご案内（法令・規格など）
⽇々変わっていくEU市場、規制、技術移転などに
ついての情報源を提供いたします。



Japan

エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク
(EEN)

⽇欧産業協⼒センター

FY2018_17APR2018
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⽇欧産業協⼒センター概要

⽇欧産業協⼒センターは、⽇本・EU間の産業協⼒の中核を担う機関
として1987年に設⽴され、2017年に設⽴30周年を迎えました。

現在は、ビジネスパーソンを対象とした研修・インターンシップ
プログラム・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
された⾮営利団体です。

• ⽇本・東京本部、欧州・ベルギー⽀部、
それぞれに拠点があります。

• 事務局⻑ (東京本部在籍)
EU側： Philippe de Taxis du Poët
⽇本側： ⼤隅 正憲
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⽇欧産業協⼒センター 事業内容
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政策関連事業
シンクタンクとしての活動

・ セミナー
・ ⽇欧特別研究員制度

(ミネルヴァ・フェローシップ)
・ ⽇・EUビジネス・ラウンドテーブル

⽇欧企業⽀援事業
トレーニング

・ 受⼊研修事業/短期研修事業
・ 理⼯系学⽣の企業研修事業

(ヴルカヌス)
⽇本および欧州の中⼩企業のための
情報源提供サービス

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



エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク
EEN 概要

5

3,000 600+
参加機関担当者

67
参加国数

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(EEN)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。

2008年 欧州委員会により設⽴
2011年 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
2018年 設⽴10周年を迎えた現在、67ヵ国、600以上の

サポート機関、約3,000⼈の担当者が活躍中
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EU加盟国28カ国・COSMEプログラム参加国
との連携をサポート

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

COSMEプログラム*参加国 (2018年1⽉時点)

アイスランド モンテネグロ マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 トルコ アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ セルビア モルドバ アルメニア ウクライナ

*COSMEプログラム： 中⼩企業の競争⼒強化を⽬的に、2014年から2020年までの間、
欧州委員会によって運営される⽀援プログラムです。
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中⼩企業の定義

従業員 年間売上⾼ バランスシートのトータル

中規模企業 250人未満 and 5,000万ユーロ ←or→ 4,300万ユーロ

小企業 50人未満 and 1,000万ユーロ ←or→ 1,000万ユーロ

マイクロ企業 10人未満 and 200万ユーロ ←or→ 200万ユーロ

出典: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
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欧州委員会による中⼩企業の定義

⼩規模企業者

資本⾦、または出資総額 常時使⽤する従業員数 常時使⽤する従業員数

1
製造業、建設業、運輸業 および
以下2〜4を除くその他の業種

3億円以下 300⼈以下 20⼈以下

2 卸売業 1億円以下 100⼈以下 5⼈以下

3 サービス業 5,000万円以下 100⼈以下 5⼈以下

4 ⼩売業 5,000万円以下 50⼈以下 5⼈以下

中⼩企業者
下記のいずれかに該当するもの業 種

⽇本の中⼩企業基本法による定義

出典: http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1



EENの特⻑ 1
EUに特化したエキスパートによるサポート

EU各地に広がるEENネットワークを活⽤した、
EU企業・⼤学・研究機関との連携のサポート

セクターグループの活動をつうじたサポート

Women 
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Transport and 

Logistics

BioChemTech Creative 
Industries

Environment

Healthcare ICT 
Industry & 

Services

Intelligent 
Energy

Maritime 
Industry and 

Services

Materials Nano and 
micro 
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Services 
and Retail

Sustainable 
Construction

Textile & Fashion Tourism and 
Cultural 
Heritage

Aeronautics 
and space

EENセクターグループ⼀覧
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EENジャパンが参加するセクターグループ

EENの特⻑ 2
信頼・充実のネットワーク

EU全域にわたる、公的機関のネットワーク

各地の商⼯会議所、⼤学等の公的機関が
EENパートナーとして活動
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EENの特⻑ 3
情報機密性への配慮

匿名でのパートナー探し

企業および個⼈情報保護の観点からの安⼼感
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EENの⽀援サービス

1. パートナー探し⽀援
インターネット上のデータベースを活⽤し、ビジネス・技術提携あるいは
研究開発パートナーを探すことができます。
あらゆる産業分野を対象にしています。

2. 情報サービス
EU市場、規制、技術移転などについての情報源を提供いたします。

3. 展⽰会/B2Bマッチングイベントのご案内
EU域内外にて年間約150回以上の展⽰会/B2Bイベントを開催しています。
⽇本国内においてはライフサイエンス・バイオテクノロジー、ICTなど、
産業分野別 B2Bマッチングイベントを開催しています。
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EENの⽀援サービスのご利⽤料⾦は無料です。
例外として、EUにおいて開催されるEEN主催商談会参加時に100-200ユーロ程度の参加料が発⽣する場合があります。



EEN パートナー探し⽀援
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ヨーロッパでのパートナー探し

製品やサービスの
販路を拡⼤したい

技術のライセンス先を
探したい、

研究開発に参加したい

ヨーロッパの
技術シーズを探したい

ヨーロッパから
製品やサービスを

購⼊したい

パートナー探し⽀援
(ビジネス・技術提携・研究開発など)

協業リクエストデータベース

https://www.een-japan.eu/ja/content/network-database
14



EEN 協業リクエスト データベース

https://www.een-japan.eu/ja/content/network-database
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EEN 協業リクエスト データベース

任意のキーワードで
案件の検索ができます

検索開始

パートナーとして希望
されている対象となる国プロフィールを

発信する当事者の国

プロフィールのタイプ
国名をShift、Ctrlを押しながらクリックすると複数選択が可能
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EEN 協業リクエスト データベース
検索例

【検索条件】
キーワード： medical
当事者の国： EU加盟国(複数選択)
対象となる国：Japan

検索結果
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EEN 協業リクエスト データベース
検索例

プロフィールの詳細を閲覧できます

関⼼のある案件がみつかったら
タイトルをクリック

プロフィールへの問合せに
必要なリファレンス番号
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1. 協業リクエスト
(プロフィール)
用紙の入力

2. EENデータベース

登録申請

EEN
オンライン

データベース

3. 協業リクエスト

(プロフィール)を
審査のうえ、登録

4. EU中小企業・

研究機関などに配信

5. 在EUサポート
機関をつうじて

問合せ

6. 日・EU双方のサポート機関の
仲介を経て両社で協議

日本
企業、大学、研究機関

EU
企業、大学、研究機関

日欧産業協力センター EU側 EENサポート機関

必要に応じて、日・EU双方
のEENサポート機関による

側面支援

企業・機関の意向を確認したうえで、連絡先等の情報を開示

EEN 協業リクエスト データベース
マッチングのプロセス
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EEN 協業リクエスト データベース
プロフィール登録の前に

海外展開において「OK」なこと「NO」と
いうべきことなど、組織内での統⼀⾒解をまとめ、
権限移譲をおこなっておく。

→EU側からアプローチに対応しやすくなります
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EEN 協業リクエスト データベース
プロフィール登録: 協業リクエストフォーム

1. Business Offer (ビジネスオファー)
商品やサービスを提供する(サプライヤー)
(例) 販路開拓、販売代理店を探す

2. Business Request (ビジネスリクエスト)
商品やサービスを探している(バイヤー)
(例) 新規商材、サプライヤーを探す

3. Technology Offer (技術オファー)
技術やノウハウを提供する
(例) ライセンスアウトする供与先を探す

4. Technology Request (技術リクエスト)
技術シーズやノウハウを探している
(例) シーズを持つライセンス元を探す

各種フォームはこちらからダウンロードできます
http://www.een-japan.eu/ja/content/how-to-register-profile
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EEN 協業リクエスト データベース
プロフィールの登録

企業担当者が
記⼊し、センター
東京事務所に
提出

センター東京事務所
で確認
・ルール
・わかりやすさ
・被検索性

企業担当者による
確認
・内容
・表現
・写真/画像など

センター欧州事務所
で確認
・英⽂法
・わかりやすさ

審査担当者(3名)に
よるフォーム審査
・内容
・表現
・写真/画像など

欧州事務所からフィードバック
があった場合は都度確認

訂正・差替え 不可期間

記載内容についての問合せ

⽇欧産業協⼒センター

各企業

レビューすることにより、欧州委員会による審査に通る協業リクエスト・プロフィールを仕上げます。

1. フォーム
の記⼊ 2. レビュー 3. 再確認 4. レビュー 5. 欧州委員会

による審査 6. 掲載完了

欧州委員会
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EEN マッチングイベント
Business matching / Brokerage event
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ビジネスマッチング イベント
(B2B商談会)
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EU各地で開催される展⽰会では、ビジネスマッチングイベント(商談会)
が同時開催されることがあります。
EENジャパン、およびEU各地のEENが主催するビジネスマッチング
イベントの情報は、EENジャパンのウェブサイトからご覧いただけます。

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



EENビジネスマッチング イベント
商談会イベントプラットフォーム
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◆プラットフォームのメリット:
事前にミーティングのアポを取ることができる → 確実にミーティングできる

商談会プラットフォームでできること
• 参加者の企業・製品情報の確認
• ミーティングリクエストの送受信

EEN ビジネスマッチング イベント
EU開催例
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ドイツ・デュッセルドルフで11⽉に開催される、MEDICA/COMPAMED
会場におけるビジネスマッチング「Healthcare Brokerage Event」
ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州のEEN担当機関が主催

【2017年実績】
参加企業・団体数： 351 (うち⽇本企業11社)
商談ミーティング数: 3⽇間で1,100件以上

(1ミーティングの時間は30分)

実際の会場の様⼦(2016年11⽉)

参加するメリット

商談会プラットフォームを介した
事前のアポ取りが可能

商談スペースが確保される



EEN ビジネスマッチング イベント
⽇本開催例
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EENジャパンでは、2017年度に2回のマッチングイベントを主催

【欧州のライフサイエンス企業との商談会 in ⼤阪】
2017年10⽉ ⼤阪 グランフロント⼤阪
参加企業・団体数： 112
商談ミーティング数: 375件 (1ミーティングの時間は25分)

ライフサイエンス商談会

【⽇欧ICTビジネスマッチング】
2017年11⽉ 東京 霞が関ビルプラザホール
参加企業・団体数： 63
商談ミーティング数: 134件 (1ミーティングの時間は25分)

ICTビジネスマッチング

情報サービス
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EU市場、規制、技術移転などについての
情報源のご案内

⽇欧産業協⼒センター/EEN (以下センター) の情報サービスにおいて提供する
情報源は、インターネット等をつうじて広く公開されているものであり、
第三者の認証等を経たものではありません。
センターの提供する情報源は、法的助⾔を提供するものではなく、情報源の
正確性については利⽤者が利⽤者⾃⾝の⽬的に基づき、評価を⾏うものです。

?
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EENウェブサイト

EENジャパン ウェブサイト
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https://www.een-japan.eu/ja



EENウェブサイト 欧州委員会
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https://een.ec.europa.eu/
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その他の情報
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財務情報・信⽤情報を確かめるには
(2018年5⽉現在)

JETRO 「外国企業信⽤調査(コファスサービスジャパン株式会社)」(有料)
ジェトロ・メンバーズ会員向け特別料⾦
https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/option/creditcheck.html

東京商⼯リサーチ 「海外企業情報・調査｜海外企業調査レポート」(有料)
http://www.tsr-net.co.jp/service/product/dnb_report/

⽇本貿易保険株式会社 「海外商社(バイヤー)登録のための信⽤調査」(有料)
http://nexi.go.jp/topics/general/005386.html
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海外取引のトラブル防⽌
(2018年5⽉現在)

⽇本弁護⼠連合会 – 中⼩企業の海外展開⽀援事業
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html
弁護⼠の紹介を受けるためには、この事業の連携機関をつうじての申込が必要。
(⽇弁連への直接の申込は受付けていない)

【連携機関】
◆ ⽇本貿易振興機構(JETRO)

-貿易投資相談
◆ 東京商⼯会議所

-海外展開⽀援担当コーディネーター
-中⼩企業国際展開アドバイザー

◆ ⽇本政策⾦融公庫
◆ 国際協⼒銀⾏

⽇本弁護⼠連合会 ひまわりほっとダイヤル
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html



EENジャパン お問合せ先
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⽇欧産業協⼒センター

電話: 03-6408-0281 | FAX: 03-6408-0283

e-mail: info-jp@een-japan.eu

担当: ムーラ、三⽥、グラルキ、⼩澤

ウェブサイト： http://www.een-japan.eu/ja

協業リクエスト・プロフィールは英語でご記⼊のうえ、ご提出ください。(翻訳は承っておりません)
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、データベースへの登録をお断りする場合もございますので、予めご了承ください。

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

Tel: 03-6408-0281  | Fax: 03-6408-0283



EENの特⻑
EUに特化したエキスパートによるサポート
EU各地に広がるEENネットワークを活⽤し、EU企業・⼤学・研究機関との
提携をサポートします。

信頼・充実のネットワーク
EU各地の商⼯会議所、⼤学等の公的機関がEENパートナーとして
活動しています。

情報機密性への配慮
匿名でパートナーを探すことができるため、企業情報および個⼈情報
保護の観点からも安⼼してご利⽤いただけます。

エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク（EEN）とは？
エンタープライズ・ヨーロッパ・ネットワーク(EEN)は、欧州委員会が運営する、中⼩
企業国際化⽀援プログラムです。EU中⼩企業や研究機関・⼤学等とのビジネス・
技術提携・研究開発でのマッチングを無料で⽀援しています。

⽇欧産業協⼒センターは、⽇本におけるEENのコンタクトポイントとして、中⼩企業
の他、⽇本のあらゆる規模の企業、研究機関・⼤学を⽀援しています。

EU加盟国28カ国・COSMEプログラム11か国
との提携をサポート

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

COSMEプログラム
参加国 (2018年1⽉時点)

モンテネグロ
トルコ

モルドバ
アイスランド

ボスニア・ヘルツェゴビナ
ウクライナ
セルビア

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
アルバニア
アルメニア

コソボ

【⽇欧産業協⼒センター】
⽇本・EU間の産業協⼒の中枢をになう機関として、⽇本の経済産業省と欧州委員会によって、1987年に設⽴されました。
⽇欧産業協⼒の架け橋となる⼈材育成・研修、企業向けサービス、セミナー等の事業を展開しています。

ヨーロッパでのパートナー探し

製品やサービスの
販路を

拡大したい

技術のライセンス先
を探したい、研究
開発に参加したい

ヨーロッパの
技術シーズを

探したい

ヨーロッパから
製品やサービスを

購入したい

COSMEプログラム： 中⼩企業の競争⼒強化を⽬的に、2014年から2020年までの間、
欧州委員会によって運営される⽀援プログラムです。

お問合せ： ⽇欧産業協⼒センター (ムーラ、三⽥、グラルキ、⼩澤)
〒108-0072 東京都港区⽩⾦ 1-27-6 ⽩⾦⾼輪ステーションビル 4F 
Tel:  03-6408-0281 | e-mail: info-jp@een-japan.eu 
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