主な支援メニュー
Main Methods of Support
主要支援内容的介绍
現地の最新ビジネス情報を提供
Provision of up-to-date local business
information
提供当地最新的商务信息
県上海事務所、県シンガポール事務所が現地の企業や法制度、
マーケット等について情報提供。
Overseas prefectural offices in Shanghai and Singapore provide information
on local companies, legislative systems, and markets.
县上海事务所、县新加坡事务所会提供当地企业、条例、市场等相关信息。

国際弁護士がアドバイス
Advice from international lawyers
国际律师的意见
法律や税制、契約などに関する相談について、県とアドバイザリー
契約を結ぶ国際法律相談事務所がアドバイスを提供（初回無料）。
Legal, tax, and contract related advice provided by an international law
office under contract with the prefectural government (first time free).
当有法律、税制、约问题的相关资讯时，县政府方面和签约过顾问合同的国际法律
资讯事务所会给予参考意见（首次免费）。

海外市場へのチャレンジをサポート
Supporting entry into foreign markets
对于海外市场的尝试给与支持

連絡先
Contact
联系方式
石川県国際ビジネスサポートデスク
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県商工労働部産業政策課内
TEL 076-225-1509

FAX 076-225-1514

E-MAIL ksupport@pref.ishikawa.lg.jp
https://www.pref.ishikawa.lg.jp

石川県上海事務所
（石川县上海事务所）

上海市延安西路2201号上海国際貿易中心1601室
TEL +86-21-6275-0088
FAX +86-21-6275-2211
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/kaigai/shanghai.html

石川県シンガポール事務所
（Ishikawa Prefecture Singapore Office）
16 Raffles Quay #38-05 Hong Leong Building Singapore 048581 JETRO
Singapore
TEL +65-9008-3297
FAX +65-6224-1169
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/kaigai/singapore.html

ジェトロ金沢貿易情報センター
（Japan External Trade Organization Kanazawa Office）
石川県金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館4階
TEL 076-268-9601
FAX 076-268-9603
E-MAIL kan@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp › jetro › japan › kanazawa

（公財）石川県産業創出支援機構（ＩＳＩＣＯ）
（Ishikawa Sunrise Industries Creation Organization）

中国やシンガポール等での展示会・見本市への県ブース出展やＰＲ
活動等を実施。
Conducting PR through exhibition events and shows in China and
Singapore.
以县名义参加在中国、新加坡等地举办的展会、宣传活动。

石川県金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館
TEL 076-267-1001 FAX 076-268-4911
E-Mail info@isico.or.jp
https://www.isico.or.jp/

（公財）いしかわ農業総合支援機構（ＩＮＡＴＯ）
（Ishikawa New Agriculture Total Support Organization）

海外企業とのマッチング
Matching with overseas companies
与海外企业对接

石川県金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館
TEL 076-225-7621 FAX 076-225-7622
E-Mail info@inz.or.jp
https://www.inz.or.jp

※上記の上海事務所、シンガポール事務所にメールを送られる方は、
海外事務所のある中国、シンガポールについては、現地事情の説明や
現地の進出企業、専門家、通訳などを紹介。また、海外企業との商談
会や交流会をアレンジ。

件名に「石川県上海事務所宛」「石川県シンガポール事務所宛」と

Providing information on local issues, companies, experts, and translators
in China and Singapore where overseas prefectural offices are located. Also
providing business discussions and networking events.
关于设有事务所的中国、新加坡两地，可以提供当地的情况说明、联系介绍入驻的
企业、专家、翻译等。此外，还可以安排与海外企业的洽谈会和交流会。

When sending an e-mail to the Shanghai office or Singapore

国際ビジネスサポートデスクでは、展示会、商談会、セミナー、補助金、海外
現地情報など国際ビジネスに関する情報をE-MAILにて発信しております。
E-MAIL配信を希望される場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
ksupport@pref.ishikawa.lg.jp

如有需要联系上海事务所、新加坡事务所时，请发邮件至

明記の上、ksupport@pref.ishikawa.lg.jpにお送りください。

office, please write “To Ishikawa Prefecture Shanghai office” or

“To Ishikawa Prefecture Singapore office” in the e-mail title and
send to ksupport@pref.ishikawa.lg.jp.

ksupport@pref.ishikawa.lg.jp，并在邮件名中注明”石川县上海

事务所收””石川县新加坡事务所收”。
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石川県のご紹介
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石川县的介绍

Description of Ishikawa Prefecture's Industries
石川县内的产业介绍

能登
Noto / 能登

Noto Airport / 能登机场

General help desk supporting Ishikawa prefecture
companies looking to do business abroad

向有意拓展国际商务的石川县当地企业提供支援帮助的

札幌
Sapporo / 札幌

综合咨询窗口
金沢

「国際ビジネスサポートデスク」は、海外進出や現地企業の
取引など国際ビジネスを行う上で遭遇する様々な問題を専門
家や各種支援機関と連携し、ワンストップで解決する総合相

Kanazawa / 金泽

加賀
Kaga / 加贺
Komatsu Airport / 小松机场

東京
Tokyo / 东京

談窓口です。
The international Business Support Desk is a one-stop
consultation service that cooperates with business experts and

白山
Hakusan / 白山

大阪
Osaka / 大阪

organizations to address issues encountered by companies

石川県は日本のほぼ中心に位置し、日本の主要都市と空や鉄道、高速

seeking to expand overseas business operations and conclude

道路で結ばれ、アクセスに恵まれた地域です。人口や面積で見ると日

deals with local companies.

本全体のほぼ1％という小さな県ですが、日本海側地域の中核県として

石川県には、機械や繊維、食品の層の厚いモノづくり産業の集積が形

当在开拓海外市场、与当地企业交易等国际贸易业务上遇到难题时，”

官公庁の出先機関や企業の支社・支店が多数進出し、大学などの高等

成されています。機械産業については、建設機械や繊維機械、工作機

国际商务咨询处”会协调相关专家，各种后援机构，提供一条龙的解决

教育機関が集積しているのも特徴です。そして、自然や温泉、歴史、

械等の国際的な競争力を有する機械メーカーと、メーカーを支える幅

服务。

文化、食などに恵まれた日本有数の観光地として、国内外から数多く

広い分野にわたる協力企業群が集積しています。また、繊維産業につ

の観光客が訪れています。

いては、隣接する福井県、富山県とともに世界有数の合繊織物産地と

Ishikawa Prefecture is situated at the virtual center of Japan and

なっています。食品産業については、古くから受け継がれてきた豊か

connected with Japan’s major cities by air, rail and highway

な食文化を背景とした特色ある食品メーカーが多数存在しています。

transport. Though relatively small, comprising approximately 1%

さらに、石川県にはソフトウェアの受託開発を中心とした情報サービ

of Japan’s landmass and population, Ishikawa is a core

ス産業が集積しているほか、36品目に及ぶ数多くの伝統工芸が今なお

prefecture on the Sea of Japan coastal region with many central

息づいています。

石川県内企業
Ishikawa Prefecture Companies/石川县当地企业
相談
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国際ビジネスサポートデスク
International Business Support Desk/国际商务咨询处
連携
Cooperation
协调

石川県上海
事務所
Ishikawa Prefecture
Shanghai Office
石川县上海事务所

石川県シンガポール
事務所
Ishikawa Prefecture
Singapore Office
石川县新加坡事务所

ジェトロ金沢
貿易情報センター
Japan External Trade
Organization Kanazawa
Office
日本贸易振兴机构金泽贸易
信息中心

（公財）石川県産業創出支援機構
（ISICO）

（公財）いしかわ農業総合支援機構
（INATO）

Ishikawa Sunrise Industries Creation
Organization
（公财）石川县产业创出支援机构（ISICO）

Ishikawa New Agriculture Total Support
Organization
（公财）石川农业综合支援机构（INATO）

government offices, company branch offices, and higher
education institutions such as universities. Ishikawa is likewise a

Machinery, food products, and textiles account for 80% of

well-known tourist destination featuring abundant nature, hot

Ishikawa Prefecture’s manufacturing industry. Machinery

springs, history, culture and food which draw great numbers of

includes construction equipment such as bulldozers, LCDs, and

tourists from elsewhere in Japan and overseas.

electronic calculator parts. Food products include Japanese sake

石川县大致位于日本的正中心，和日本的主要城市间都通有空路、铁路

and traditional sweets. Other manufactured items such as

和高速公路，是个交通非常便利的地区。虽然人口和面积均占到日本总

lacquerware, gold leaf inlay, and ceramics porcelain are also

体的1%左右，是个规模并不大的县，但是作为日本海沿海地区的核心县，

nationally recognized.

汇聚了众多的政府派出机构、大企业的分公司、分店以及众多包括大学
在内的高等教育机构。此外，优美的风景、著名的温泉、悠久的历史、

石川县内的主要工业中，机械和食品制造类、纤维产业占到整体的80%。

传统的文化以及新鲜的食材也使之成为日本当之无愧的著名旅游胜地，

机械类中主要是推土机等工程设备、液晶、电子计算机零件，食品类中

每年都吸引着众多来自国内外的游客造访。

主要是日本酒和点心，此外漆器、烫金、陶瓷等也在全国享有盛誉。

