
SIAL 2018 ジャパンパビリオン　申し込みフォーム(1)（企業情報）
　《出品の条件》
------------------------------------------------------------------------------

以下の条件を必ずご確認のうえ、本事業へお申込みをいただきますようお願いいたします。

※確認ボタンを押した後に、申し込みフォームが表示されます。
※本事業に関する選考方法、必須条件等の詳細は「出品案内書」をご参照ください。
※条件を満たしていない場合は出品いただくことができませんので、予めご了承ください。

基本情報

貴社・団体名【全角】 (必須)

ご担当者氏名 (必須) 姓  名

E-mail (必須)

出品のための必須条件

①出品者の要件

出品目的が商談による取引先の発掘・継続取引である。（目的がプロモーションや調査のみではない）

(必須)

はい いいえ 

事業参加後も海外からの引き合いに対応可能なが担当者がいる。当該事業の会期中、商談に対応可能（諸条件の提示等）
な担当者が常駐する。

(必須)

はい いいえ 

輸出に伴う需要増に対応できる供給体制を有する。

(必須)

はい いいえ 

英語もしくは現地語で商談用資料（※企業情報・商品情報（価格含む））を既に揃えており、ジェトロが求めた際は速やかに
提出することに同意している。もしくは会期までに揃えジェトロに提出することに同意している。

※サンプル（英語 / 日本語）

(必須)

はい（作成済み） はい（会期までに準備する） いいえ 

応募時に欧州へ輸出経験が無いまたは現在インポーターが決まっていない場合は、
6月26日開催（予定）の出品者説明会及び6月22～27日開催（予定）のジェトロ海外コーディネーターが行う個別面談に参加
できる。

※いずれも開催地は東京。但し、個別面談は6月21日（神戸）、6月28日（名古屋）でも開催予定。
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kumamoto
テキストボックス
（注意）「いいえ」がひとつでもあると申込みできません

kumamoto
ノート注釈
kumamoto : Unmarked



(必須)

はい（すでに輸出経験があり、インポーターもいるため該当しない）

はい（参加できる）

いいえ（参加できない）

②出品物の要件

日本国内で生産された農林水産物・食品又は日本産原料を使用して海外で生産された農林水産物・食品である。

(必須)

はい いいえ 

検疫、衛生基準等の輸入規制に十分対応している。

(必須)

はい いいえ 

③規定の遵守

ジェトロが成果把握の為に行う会期中アンケート、フォローアップアンケート等に協力することに同意している。

※アンケート・調査については、本事業の成果把握や、今後の事業策定等における基礎資料となりますので、必ずご協力下さい。

(必須)

はい いいえ 

出品案内書および「海外見本市出品要綱」の内容、条件に同意している。（代表出品者の場合は、その条件を満たしてい
る。）

(必須)

はい いいえ 

＜要確認＞
上記「出品の要件」は、当日、バイヤーとの効果的な商談を行うために必要な準備となります。

ひとつでも「いいえ」が該当する場合には、お申込みいただけません。
要件を満たした上で次の機会をご活用ください。

※詳細は募集ページより「出品案内書」をご確認ください。
▼https://www.jetro.go.jp/events/afb/f3c97cbee7b0bbd2

確 認

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) 1995-2018 JETRO. All rights reserved.

Wildcard SSL 
Certificate
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kumamoto
テキストボックス
（注意）個別相談会について答えてください。６月２６日開催（予定）の出品者説明会は熊本貿易協会（代表出品者）が参加します。（希望される場合は、孫出店の企業様も参加可能です）
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------------------------------------------------------------------------------

お申し込み締め切り： 2018年5月11日(金） 12：00

※提供いただいた情報は、出品者選定の審査資料として使用します。ジャパンパビリオンの関係省庁のほか、施工業者や現
地バイヤー等の事業関係者に提供する場合がございます。また、本見本市に関するプレスリリースや報告書等において、企
業情報や出品物の情報について公開される場合がございます。

※本申し込みフォームの提出のない孫出品者は、出品することができませんので、ご注意ください。

※アクセス後、1時間以上「確認」ボタンがクリックされなかった場合、セッションアウトとなり、データが無効となります。入力途中でも
「確認」ボタンをクリックしてから作業を続けてください。

１．基本情報

※「代表出品者」の取りまとめのもとで出品される場合、「孫出品」を選択ください。

出品形態 (必須) 単独出品 代表出品 孫出品 

貴社・団体名 【全
角カナ】 (必須)

独立行政法人日本貿易振興機構

※全角カナで入力してください。

ご担当者氏名【全
角カナ】 (必須)

日本 太郎

セイ  メイ

ご担当者 所属部
署 (必須)

単独・孫出品者のみご記入ください。

出品希望枠 (必
須) 通常出品枠 オープンスペース枠 ニューチャレンジャー枠 

希望小間（枠）数
【半角】 (必須)

小間（枠）

※半角数字を記入ください。
※募集設定数を上回る応募をいただいた場合、複数小間をお申込みいただいても縮小のご協力をお願いする場
合がございます。予めご了承ください。

＜カテゴリー＞　
代表的な出品物のカテゴリーを1つ選択ください。
選択いただいたカテゴリをジャパンパビリオンにおける貴社の属性とし、ブース配置の決定をする際の参考とさせていただきます。

カテゴリ (必須) 
＜企業情報＞

郵便番号 (必須)

※郵便番号記入後、「住所検索」をクリックいただくと住所が表示されます。
※海外の方は 000-0000 とご入力ください。

- 住所検索

都道府県 (必須)  　　※海外の方は「海外」をご選択ください。

市区町村 (必須) 　※海外の方は国名を記入。

町名番地【全角】
(必須) ※海外の方は国名以下を記入。

ビル建物名

電話番号 【半角】
- -

※海外の番号の場合は・・・
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(必須) ①ここには市外局番から入力してください。（区切りは問いません）
②すぐ下の欄では国番号か国名を入力してください。

上記番号の国名
はどこになります
か。 (必須)

日本 

その他 ←国番号か国名を入力

FAX番号 【半角】

- -

※海外の番号の場合は・・・
①ここには市外局番から入力してください。（区切りは問いません）
②すぐ下の欄では国番号か国名を入力してください。

組織形態 (必須)
製造業、建設業、輸送行、その他の業種（下記以外） 卸売業

サービス業（情報サービス業を含む） 小売業

単独・代表出品者のみご記入ください。 

貴社・団体
代表者氏名
（日本語） (必須)

姓  名

※出品料請求の宛名として使用します。

貴社・団体の
代表者の役職名
(必須) ※出品料請求の宛名として使用します。

資本金
（単位:円） (必須)

円

※自治体等、資本金が存在しない団体のお申し込みの場合は、0とご記入ください。

従業員数 (必須) 名

会員登録状況に
ついて (必須)

ジェトロ・メンバーズ 農水産情報研究会 いずれの会員ではない 
※両方の会員の場合は、会員割引を適用させる一方のみを選択してください。

国庫を財源とした
他の補助金等で
出品料を負担し
ますか？ (必須)

他の補助金等での負担はない 

他の補助金等での負担はある

『ある』を選んだ場合は、活用する補助金名を入力してください。

※国庫を財源とした他の補助金等で出品料金を負担する場合は、スペース使用料の全額が出品料として適用さ
れます。（出品案内書を参照）

＜海外の見本市・商談会への出展経験について＞

海外見本市への
出展経験の有無
(必須)

なし あり（本見本市のみ） あり（本見本市以外） あり（本見本市・他の見本市） 

本見本市の出展
した年を入力して
ください。【半角
数字】 (必須)

例）2015,2016,2017

その他の海外見本市・商談会の出展経験を『事業名／開催地／出展年』の順で入力してください。
(必須)


例）Food　Expo／香港／2013・2014、SFFS／米国・ニューヨーク／2014、...等

２．輸出に取り組む姿勢

輸出戦略と目標 （300文字以内） (必須)


過去5年以内の
主な輸出先 
《バイヤー開示情
報》 (必須)

なし 中国（香港を除く） 香港 台湾

その他北東アジア 東南アジア インド その他南西アジア

アラブ首長国連邦(UAE) その他中東 オランダ ドイツ

フランス 英国 その他EU その他欧州
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ロシア アフリカ オーストラリア ニュージーランド

その他オセアニア 米国 カナダ メキシコ

コロンビア ブラジル その他中南米

今回の出品目的 
《バイヤー開示情
報》 (必須)

輸入代理店の発掘・継続取引 卸売業者の発掘・継続取引

レストラン・ホテルの発掘継続取引 小売業者の発掘・継続取引

製造業者の発掘・継続取引 市場調査、情報収集

ブランドの認知向上

商談希望バイ
ヤー

具体的に商談を希望するバイヤーがいる場合は、当該バイヤー名を入力してください。

本見本市におけ
る
成約目標金額
（単位：円） (必須)

円

成約目標金額の達成に向けた取り組みやJETROの活用状況についてお聞かせください。（500文字以内） (必須)




JETRO事業である「戦略的輸出拡大サポート事業」の1つとして、輸出有望案件支援サービスがあります。
参照：「輸出有望案件支援サービス」 https://www.jetro.go.jp/services/export.html
貴社は対象企業ですか？ (必須)

支援対象ではない 

支援対象企業

対象企業の場合、記入欄に支援専門家名を入力してください。

３．認証取得状況

(1)取得済認証 
(複数回答可）
取引上必要な情
報や信頼を担保
するため、規格・
認証を取得してい
ますか。 (必須)

HACCP (EU) HACCP (US) MSC

ISO9001 ISO22000 GLOBAL GAP

GMP Organic JAS Kosher

HALAL BRC IFS

FSSC22000 取得手続中（チェック入れると入力欄が現れます。） なし

その他認証

(2) ラベル表示等への対応は万全ですか。 (必須)

はい いいえ

(3) 現地での商標登録等、知的財産保護のための対応をしていますか。 (必須)

はい いいえ

４．応募者の商流

(1) 輸出手続きを自社、もしくは国内商社等に依頼することで対応可能ですか。 (必須)

自社で輸出できる いいえ（輸出手続きの方法については今後検討） 

輸出手続きは他社に依頼する（企業名→）

(2) 現地に輸入業者（現地法人含む）を確保していますか。 (必須)

いいえ 

はい（企業名を入力→）

(3) 現地の卸売業者（現地法人含む）を確保していますか。
※輸入業者と卸売業者が同一の場合、その旨を入力してください。

(必須)

いいえ 

はい（企業名を入力→）
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５．法令遵守について

「出品案内書」および「海外見本市要綱」に記載されている内容について、確認、了承の上で出品の申し込みをされていますか。

(必須)

はい いいえ 

輸出取引は国内および現地の法令を遵守して行う必要がありますが、貴社は体制を整備し、対応されていますか。 (必須)

はい いいえ 

＜バイヤー誘致用・企業情報＞

*見本市・商談会の実施にあたって、ジェトロでは海外事務所経由で現地バイヤーへの来場勧誘を行っております。
*バイヤー開示情報として提供いただいた情報は、採択された場合はバイヤー向け広報資料として
　ジェトロのGlobal Siteへ掲載し、バイヤー誘致活動に活用させていただきますので、予めご了承ください。
⇒【参考】https://www.jetro.go.jp/en/trends/foods/catalogue.html
*バイヤー向け広報資料には「申し込みフォーム（２）商品情報」の「商品①」にご登録いただいた商品の写真を
　「Most Recommended Item」として写真掲載しますので、ご承知の上、登録いただきますようお願いいたします。

＜企業情報＞

貴社・団体名【半
角英数字】 (必須)

ホームページ (必
須)

URL　http://  

※英語もしくは現地語ページ作成済みの場合は、そちらを記載ください。

都道府県名 (必
須)


組織形態 (必須) 製造業 卸売業 商社 小売業 団体・協議会等 

＜バイヤーコンタクト先情報＞

バイヤーから具体的な問い合わせがあった場合の連絡先を英語でご記入ください。

Company Name
【半角英数字】
(必須)

Mr./Ms. (必須) Mr. Ms. 

Contact Person
【英字】 (必須)

Family Name （姓）  First Name （名）

※ 必ず半角英字で入力してください。

E-mail (必須)
 (確認用)

TEL

(必須)

- -

※海外の番号の場合は・・・
①ここには市外局番から入力してください。（区切りは問いません）
②すぐ下の欄では国番号か国名を入力してください。

上記番号の国名
はどこになります
か。 (必須)

日本 

その他 ←国番号か国名を入力

ホームページ
URL　http://　

※コンタクト先企業のウェブサイト等が別途ある場合に、URLをご記入ください。

Target Buyer (必
須)

Importer Manufacturer Wholeseller/Distributor

Independent Retailer Supermarket&Chain Store Department Store

Restaurant&Catering Service Hotel e-tailer

Franchisor Exporter

その他
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※提出いただいた情報（企業情報及び商品情報）は、本見本市の運営のために使用します。
※お客様の個人情報につきましては、ジェトロ個人情報保護方針に基づき、適正に管理運用させていただきます。
※ご登録いただいたお客様のご関心情報に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスのご案内を致します。

※次の確認画面に移動後、「送信ボタン」をクリックする前に印刷しておくことをお勧めします※

確 認 戻る

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) 1995-2018 JETRO. All rights reserved.

Wildcard SSL 
Certificate
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