
NRA Show 2023 ジャパンパビリオン申し込みフォーム

お申し込みの流れ

1. 出品案内書及び海外⾒本市出品要綱を確認する。
出品の要件等が記載されていますので、必ずご確認ください。
出品案内書（PDFファイル）／ 海外⾒本市出品要綱（PDFファイル）

2. この申し込みフォームを記⼊・送信する。
申し込みフォームは1時間半以内にご記⼊ください。それ以上経過すると、⼊⼒情報が⾃動削除されます。
設問⼀覧（PDFファイル）

3. 出品申込書・承諾書に記⼊する。
記⼊⽅法は、出品申込書・承諾書ファイル内の「記⼊例」シートをご参照ください。
出品申込書・承諾書（Excelファイル）

4. 代表印を押印した出品申込書・承諾書を2部郵送する。
郵送先は、出品申込書・承諾書上部をご参照ください。
選考の結果本事業の出品者となられた⽅に、ジェトロ押印済みの出品申込書・承諾書1部を返送します。

基本情報

社名 記⼊例 ： 株式会社⾚坂貿易
「株式会社」「⼀般社団法⼈」等もご記⼊ください。
「(株)」「(⼀社)」等の略称は使わないでください。

社名（カナ）
記⼊例 ： アカサカボウエキ
「カブシキガイシャ」「イッパンシャダンホウジン」等は記⼊不要で
す。
全⾓カタカナでご記⼊ください。

社名（英字） 記⼊例 ： Akasaka Trading
半⾓英数字でご記⼊ください。

所在地

ホームページアドレス

出品物は⽶国内で販売可能な商品ですか？
＊⽶国内で販売不可能な商品は出品できません（出品の要件１参
照）

出品物は⽶国内で販売可能な商品である 出品物は⽶国内で販売不可能

現地輸⼊業者、卸売事業者名を記⼊ください （ジェトロ内部⽤で

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();
https://www.jetro.go.jp/newsletter/afb/2022/NRA2023/NRAannai.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afb/2022/NRA2023/youryo.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afb/2022/NRA2023/form_sample.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/afb/2022/NRA2023/shoudakusyo.xlsx


バイヤー⾮公開） いずれもいない場合は「なし」と記⼊

⾒本市では英語でのバイヤー対応が可能ですか？
（ご⾃⾝で難しい場合通訳の雇⽤等で対応も可） 英語対応可能 英語対応不可

英語で商談⽤資料（企業情報、商品情報、商品価格表）を本申込時
点で既に揃えているか？
＊会期までに英語で商談⽤資料を揃える必要があります（出品の要
件６参照）

はい いいえ

会期中の試飲⾷の提供のご予定をお聞かせください。 試飲⾷を提供予定 試飲⾷の提供予定なし（カタログ対応等）

試飲⾷の提供⽅法について簡単に回答ください （ジェトロ内部⽤
でバイヤー⾮公開）

100字以内で記載ください
例）出品する調味料を現地⾷材と組合せて提供予定
例）現地⾵の味付けをして提供予定 等。

貴社は、輸出促進団体等（改正輸出促進法に基づく認定団
体または認定が⾒込まれている全国団体）に加⼊されてい
ますか。加⼊されている場合は当該団体名をご記⼊くださ
い。

いいえ 
 はい

加⼊されている場合、品⽬団体から求めがあれば、本事業
に参加された旨共有してもよろしいでしょうか。 はい いいえ

次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

Copyright (C) JETRO. All rights reserved.

https://www.jetro.go.jp/privacy/


NRA Show 2023 ジャパンパビリオン申し込みフォーム

⼊⼒担当者情報

担当者⽒名 姓：  名：

担当者メールアドレス

メールアドレス：
 

確認⽤再⼊⼒：
 

担当者電話番号 記⼊例 ： 03-3582-5546
半⾓⽂字でご記⼊ください。
⽇本以外の番号を記⼊する場合は、国番号からご記⼊ください（「＋」は記⼊不要）。

今回登録する商品数 1商品 2商品 3商品 商品なし（代表出品者）

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

Copyright (C) JETRO. All rights reserved.

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();
https://www.jetro.go.jp/privacy/


NRA Show 2023 ジャパンパビリオン申し込みフォーム

商品①基本情報（バイヤーに公開します）

商品名

商品名（英字）
半⾓⽂字でご記⼊ください。

商品名（簡体字）

JANコード

商品分類（⼤分類）

賞味期限 6カ⽉未満 6カ⽉以上1年未満 1年以上

保存温度帯 常温 冷蔵 冷凍

⽣産・製造地

⽇本産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Starch(10%), Vegetable oil, Peppers）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

外国産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Honey(10%), Sugar(5%), Cocoa mass）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

内容量 商品1つあたりの内容量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、内容量が500gの場合、本設問には「500」と記⼊し、次の設問で「グラム」をお選びください。

内容量（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

内容量の単位をご記⼊ください。
例えば、内容量が500gの場合、本設問では「グラム」をお選びください。

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();


商品①PR情報（バイヤーに公開します）

商品紹介

商品紹介

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。
記⼊上限は、空⽩・記号等を含め500⽂字です（500単語ではありません）。

商品画像（メイン）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。
バイヤーの商品選定に⼤きく影響します。鮮明な写真をお使いください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品紹介動画

(YouTubeのURL) YouTubeにアップロードしている商品紹介動画がある場合、URLをご記⼊ください。

商品①販売情報（バイヤーに公開します）

商品特性 ⼩売⽤ 業務⽤ ⼩売及び業務⽤

OEMの可否 可 条件が合えば可 不可

販売可能時期

通年販売可能 
 次の時期に販売可能：

記⼊例 ： 次の時期に販売可能：4⽉〜8⽉

国内販売価格

 円

半⾓数字でご記⼊ください。
国内未発売等、価格がない場合は0をご記⼊ください。

国内販売価格（数量）



上記国内販売価格で販売している量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問には「720」と記⼊し、次の設問で「ミリリットル」
をお選びください。

国内販売価格（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

上記国内販売価格で販売している量の単位をご記⼊ください。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問では「ミリリットル」をお選びください。

輸出⽤価格

(英語で記⼊)
記⼊例1 ： FOB Yokohama：100,000 JPY / cartons
記⼊例2 ： CIF HongKong：10,000 USD / cartons

最⼩販売ロット 最⼩販売ロットご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問には「1」と記⼊し、次の設問で「箱」をお選びください。

最⼩販売ロット（単位）

箱 コンテナ 個 セット

最⼩販売ロットの単位をご記⼊ください。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問では「箱」をお選びください。

商品①認証等情報（バイヤーに公開します）

⽣産者取得認証

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

FSSC 22000 GLOBALG.A.P.／ASIA-GAP US-HACCP

EU-HACCP SQF BRCGS
その他：

商品取得認証

Organic JAS USDA Organic EU Organic

Non-GMO Project GFCO GFCP

MSC/ASC MEL/AEL Halal
その他：

ハラール認証の発⾏機関

⽇本ムスリム協会（JMA） ⽇本ハラール協会（JHA）

⽇本ハラールユニット協会（JHUA） ⽇本イスラーム⽂化センター（JIT）

ムスリム・プロフェッショナル・ジャパン協会（MPJA） ⽇本アジアハラール協会（NAHA）

ジャパン・ハラール・ファンデーション（JHF） マレーシアイスラーム開発局（JAKIM）

インドネシアウラマー評議会（MUI） シンガポールイスラーム評議会（MUIS）
その他：

商品①流通情報（バイヤーに公開します）

輸⼊業者がある国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

卸売業者がある国・地域 中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム



タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

商品①輸出現況・戦略（バイヤーに公開します）

現在流通している国・地
域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア

未流通／未発売 不明
その他：

ターゲット国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

ターゲット所得層 富裕層 アッパーミドル 中間層 ⼤衆

ターゲットチャネル（⼩
売）

⽇本（アジア）⾷材専⾨店 専⾨店（茶専⾨店、酒類専⾨店など） スーパーマーケット

コンビニエンスストア デパート 通販サイト

⼩売⽤商品ではない
その他：

ターゲットチャネル（業
務）

⽇本⾷レストラン その他レストラン ⽇本⾷ファストフード

その他ファストフード ホテル ⾷品加⼯業者

業務⽤商品ではない
その他：

輸出に向けた課題

バイヤーの消極性（反応がない等） 取引条件（独占販売権、棚代等）

販売ロット 物流（費⽤、時間、ルート整備等）

価格設定 賞味期限

現地規制・宗教上の規制への対応 現地向けの商品対応（ラベル変更、味の調整など）

商品の新規性・他商品との差別化 輸出担当者の不在

なし 不明
その他：

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

https://www.jetro.go.jp/privacy/
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商品②基本情報（バイヤーに公開します）

商品名

商品名（英字）
半⾓⽂字でご記⼊ください。

商品名（簡体字）

JANコード

商品分類（⼤分類）

賞味期限 6カ⽉未満 6カ⽉以上1年未満 1年以上

保存温度帯 常温 冷蔵 冷凍

⽣産・製造地

⽇本産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Starch(10%), Vegetable oil, Peppers）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

外国産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Honey(10%), Sugar(5%), Cocoa mass）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

内容量 商品1つあたりの内容量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、内容量が500gの場合、本設問には「500」と記⼊し、次の設問で「グラム」をお選びください。

内容量（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

内容量の単位をご記⼊ください。
例えば、内容量が500gの場合、本設問では「グラム」をお選びください。

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();


商品②PR情報（バイヤーに公開します）

商品紹介

商品紹介

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。
記⼊上限は、空⽩・記号等を含め500⽂字です（500単語ではありません）。

商品画像（メイン）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。
バイヤーの商品選定に⼤きく影響します。鮮明な写真をお使いください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品紹介動画

(YouTubeのURL) YouTubeにアップロードしている商品紹介動画がある場合、URLをご記⼊ください。

商品②販売情報（バイヤーに公開します）

商品特性 ⼩売⽤ 業務⽤ ⼩売及び業務⽤

OEMの可否 可 条件が合えば可 不可

販売可能時期

通年販売可能 
 次の時期に販売可能：

記⼊例 ： 次の時期に販売可能：4⽉〜8⽉

国内販売価格

 円

半⾓数字でご記⼊ください。
国内未発売等、価格がない場合は0をご記⼊ください。

国内販売価格（数量）



上記国内販売価格で販売している量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問には「720」と記⼊し、次の設問で「ミリリットル」
をお選びください。

国内販売価格（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

上記国内販売価格で販売している量の単位をご記⼊ください。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問では「ミリリットル」をお選びください。

輸出⽤価格

(英語で記⼊)
記⼊例1 ： FOB Yokohama：100,000 JPY / cartons
記⼊例2 ： CIF HongKong：10,000 USD / cartons

最⼩販売ロット 最⼩販売ロットご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問には「1」と記⼊し、次の設問で「箱」をお選びください。

最⼩販売ロット（単位）

箱 コンテナ 個 セット

最⼩販売ロットの単位をご記⼊ください。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問では「箱」をお選びください。

商品②認証等情報（バイヤーに公開します）

⽣産者取得認証

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

FSSC 22000 GLOBALG.A.P.／ASIA-GAP US-HACCP

EU-HACCP SQF BRCGS
その他：

商品取得認証

Organic JAS USDA Organic EU Organic

Non-GMO Project GFCO GFCP

MSC/ASC MEL/AEL Halal
その他：

ハラール認証の発⾏機関

⽇本ムスリム協会（JMA） ⽇本ハラール協会（JHA）

⽇本ハラールユニット協会（JHUA） ⽇本イスラーム⽂化センター（JIT）

ムスリム・プロフェッショナル・ジャパン協会（MPJA） ⽇本アジアハラール協会（NAHA）

ジャパン・ハラール・ファンデーション（JHF） マレーシアイスラーム開発局（JAKIM）

インドネシアウラマー評議会（MUI） シンガポールイスラーム評議会（MUIS）
その他：

商品②流通情報（バイヤーに公開します）

輸⼊業者がある国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

卸売業者がある国・地域 中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム



タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

商品②輸出現況・戦略（バイヤーに公開します）

現在流通している国・地
域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア

未流通／未発売 不明
その他：

ターゲット国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

ターゲット所得層 富裕層 アッパーミドル 中間層 ⼤衆

ターゲットチャネル（⼩
売）

⽇本（アジア）⾷材専⾨店 専⾨店（茶専⾨店、酒類専⾨店など） スーパーマーケット

コンビニエンスストア デパート 通販サイト

⼩売⽤商品ではない
その他：

ターゲットチャネル（業
務）

⽇本⾷レストラン その他レストラン ⽇本⾷ファストフード

その他ファストフード ホテル ⾷品加⼯業者

業務⽤商品ではない
その他：

輸出に向けた課題

バイヤーの消極性（反応がない等） 取引条件（独占販売権、棚代等）

販売ロット 物流（費⽤、時間、ルート整備等）

価格設定 賞味期限

現地規制・宗教上の規制への対応 現地向けの商品対応（ラベル変更、味の調整など）

商品の新規性・他商品との差別化 輸出担当者の不在

なし 不明
その他：

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

https://www.jetro.go.jp/privacy/
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商品③基本情報（バイヤーに公開します）

商品名

商品名（英字）
半⾓⽂字でご記⼊ください。

商品名（簡体字）

JANコード

商品分類（⼤分類）

賞味期限 6カ⽉未満 6カ⽉以上1年未満 1年以上

保存温度帯 常温 冷蔵 冷凍

⽣産・製造地

⽇本産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Starch(10%), Vegetable oil, Peppers）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

外国産原材料

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。 （例：Honey(10%), Sugar(5%), Cocoa mass）
ない場合は「なし」とご記⼊ください。

内容量 商品1つあたりの内容量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、内容量が500gの場合、本設問には「500」と記⼊し、次の設問で「グラム」をお選びください。

内容量（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

内容量の単位をご記⼊ください。
例えば、内容量が500gの場合、本設問では「グラム」をお選びください。

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();


商品③PR情報（バイヤーに公開します）

商品紹介

商品紹介

(英語で記⼊)
英語でご記⼊ください。
記⼊上限は、空⽩・記号等を含め500⽂字です（500単語ではありません）。

商品画像（メイン）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。
バイヤーの商品選定に⼤きく影響します。鮮明な写真をお使いください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品画像（サブ）

ファイルが選択されていませんファイルの選択

画像ファイル（jpeg／gif／png）をアップロードしてください。
ファイルサイズは6メガバイト未満にしてください。

商品紹介動画

(YouTubeのURL) YouTubeにアップロードしている商品紹介動画がある場合、URLをご記⼊ください。

商品③販売情報（バイヤーに公開します）

商品特性 ⼩売⽤ 業務⽤ ⼩売及び業務⽤

OEMの可否 可 条件が合えば可 不可

販売可能時期

通年販売可能 
 次の時期に販売可能：

記⼊例 ： 次の時期に販売可能：4⽉〜8⽉

国内販売価格

 円

半⾓数字でご記⼊ください。
国内未発売等、価格がない場合は0をご記⼊ください。

国内販売価格（数量）



上記国内販売価格で販売している量をご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問には「720」と記⼊し、次の設問で「ミリリットル」
をお選びください。

国内販売価格（単位）

グラム キログラム ミリリットル リットル 個 セット

上記国内販売価格で販売している量の単位をご記⼊ください。
例えば、上記価格で販売している量が720mlの場合、本設問では「ミリリットル」をお選びください。

輸出⽤価格

(英語で記⼊)
記⼊例1 ： FOB Yokohama：100,000 JPY / cartons
記⼊例2 ： CIF HongKong：10,000 USD / cartons

最⼩販売ロット 最⼩販売ロットご記⼊ください。単位は次の設問でお伺いします。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問には「1」と記⼊し、次の設問で「箱」をお選びください。

最⼩販売ロット（単位）

箱 コンテナ 個 セット

最⼩販売ロットの単位をご記⼊ください。
例えば、最⼩販売ロットが1箱の場合、本設問では「箱」をお選びください。

商品③認証等情報（バイヤーに公開します）

⽣産者取得認証

ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000

FSSC 22000 GLOBALG.A.P.／ASIA-GAP US-HACCP

EU-HACCP SQF BRCGS
その他：

商品取得認証

Organic JAS USDA Organic EU Organic

Non-GMO Project GFCO GFCP

MSC/ASC MEL/AEL Halal
その他：

ハラール認証の発⾏機関

⽇本ムスリム協会（JMA） ⽇本ハラール協会（JHA）

⽇本ハラールユニット協会（JHUA） ⽇本イスラーム⽂化センター（JIT）

ムスリム・プロフェッショナル・ジャパン協会（MPJA） ⽇本アジアハラール協会（NAHA）

ジャパン・ハラール・ファンデーション（JHF） マレーシアイスラーム開発局（JAKIM）

インドネシアウラマー評議会（MUI） シンガポールイスラーム評議会（MUIS）
その他：

商品③流通情報（バイヤーに公開します）

輸⼊業者がある国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

卸売業者がある国・地域 中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム



タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

商品③輸出現況・戦略（バイヤーに公開します）

現在流通している国・地
域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア

未流通／未発売 不明
その他：

ターゲット国・地域

中国本⼟ ⾹港 台湾 韓国 ベトナム

タイ シンガポール フィリピン マレーシア オーストラリア

⽶国 メキシコ アラブ⾸⻑国連邦 ドイツ フランス

ベルギー スペイン スウェーデン ポーランド ロシア
その他：

ターゲット所得層 富裕層 アッパーミドル 中間層 ⼤衆

ターゲットチャネル（⼩
売）

⽇本（アジア）⾷材専⾨店 専⾨店（茶専⾨店、酒類専⾨店など） スーパーマーケット

コンビニエンスストア デパート 通販サイト

⼩売⽤商品ではない
その他：

ターゲットチャネル（業
務）

⽇本⾷レストラン その他レストラン ⽇本⾷ファストフード

その他ファストフード ホテル ⾷品加⼯業者

業務⽤商品ではない
その他：

輸出に向けた課題

バイヤーの消極性（反応がない等） 取引条件（独占販売権、棚代等）

販売ロット 物流（費⽤、時間、ルート整備等）

価格設定 賞味期限

現地規制・宗教上の規制への対応 現地向けの商品対応（ラベル変更、味の調整など）

商品の新規性・他商品との差別化 輸出担当者の不在

なし 不明
その他：

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

https://www.jetro.go.jp/privacy/
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出品者選考⽤追加設問

輸出戦略・⽬標

輸出全体の戦略、本⾒本市での成約⽬標⾦額、
 本⾒本市に向けた取り組み、会期後の対応体制等をご記⼊ください。

500⽂字以内でご記⼊ください。

ラベル対応 現地向け⾷品表⽰ラベルを作成済み

現地向け⾷品表⽰ラベル未作成

知財保護対応 現地での知財保護（商標の登録等）に対応している

現地での知財保護未対応

輸出⼿続き対応
輸出⼿続きは⾃社で⾏う

輸出⼿続きは商社に依頼する

輸出⼿続きの実施⽅法は検討中

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

Copyright (C) JETRO. All rights reserved.
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出品要件への同意確認

参加体制 渡航規制の有無に関わらず、準備⽇及び会期の全⽇程で会場の⾃社ブースに常駐する。

渡航規制の有無に関わらず、準備⽇及び会期の全⽇程で会場の⾃社ブースに⾃社の代理店／代理⼈を常駐させる。

出品物 出品物は全て、現地で販売可能な商品であることを確認済み。

出品料⽀払い ⾃社／代表出品者が期⽇までに出品料を払わない場合、出品できなくなることを理解した。

諸要件の了承 出品案内書及び海外⾒本市出品要綱を読み、内容を理解し了承した。

出品形態

出品形態
単独出品（⼀般的な出品形態）

代表出品（⾃治体・業界団体等が傘下の企業を取りまとめる出品形態）

孫出品（⾃治体・業界団体等の傘下で参加する出品形態）

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のために利⽤します。また、ジェ
トロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

Copyright (C) JETRO. All rights reserved.

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();
https://www.jetro.go.jp/privacy/


★まだお申し込みは完了していません★
本ページを印刷し、ページ最下部の「次に進む」をクリックしてください

前に戻る  次に進む

ご提出いただいた情報は、本事業運営のために利⽤するとともに、関連事業、ジェトロ及びJFOODOからの連絡のため
に利⽤します。また、ジェトロホームページや本事業に関するプレスリリース等において、企業情報や出品物情報等
を公開する場合がございます。
お客様の個⼈情報は、ジェトロ個⼈情報保護⽅針に基づき、適正に管理運⽤します。
ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護
されています。
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ご登録いただいた関⼼情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信により保護されています。

Copyright (C) JETRO. All rights reserved.

https://intra.jetro.go.jp/
javascript:window.close();
https://www.jetro.go.jp/privacy/

