
見本市・商談会申し込みフォーム(2)（商品情報）
------------------------------------------------------------------------------

※申し込みフォームは確認ボタンを押した後に表示されます。

回答次第では入力が不要になります。
その際は、右上の閉じるボタンをクリックして終了してください。

これから申し込むイベントは下記でよろしいですか。

(必須)

SIAL 2018 

「申し込みフォーム(1)企業情報」 はすでに提出されましたか。

(必須)

はい いいえ 

申し込みフォーム(1) では、どの出品形態で登録されましたか。

(必須)

単独出品 代表出品 孫出品 

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.
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「SIAL 2018 」ジャパンパビリオン申し込みフォーム（2）商品情報
------------------------------------------------------------------------------

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、出品者選定の審査に使用します。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がない孫出品者は、出品することはできません。

※商品を出品せずに、孫出品者の取りまとめだけをされる代表出品者は、本申し込みフォーム(2)の提出は不要です。

※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。

ご担当者情報

貴社・団体名 (必須)

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

ご担当者氏名 (必須)

E-mail (必須)
(確認用)

主な出品物の数

主たる出品物を３品目
内でご記入ください。 
(必須)

3   品目

出品物が複数ある場合、以下には優先順位の高いものから順に記入ください。

商品データシート

*申し込みフォーム(1)で選択いただいた「品目カテゴリー」を、本見本市における貴社・団体の属性とし、ブース配置を決定します。
*バイヤー向け広報資料には商品情報の「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。

*《バイヤー開示情報》として提供いただいた情報は、採択された場合にバイヤー向け広報資料として使用させていただきますので、ご承知おきください。
*上記資料はジェトロのGlobal Siteへ掲載させていただく予定です。
⇒【参考】https://www.jetro.go.jp/en/trends/foods/catalogue.html

〈SIAL 2018 ジャパンパビリオンにおける有望商品について〉

ジャパンパビリオンにおいては、現地市場・バイヤーニーズの高い商品を「有望商品」とし、出品審査においても加点項目として設定しております。当該商品
以外のご出品も可能ですが、出品商品選定をご検討いただくに当たって、以下を必ずご一読ください。　

・調味料（日本特有のもの）
・加工食品（賞味期限が１年以上でEUの規制に合致しているもの）
・日本酒
・茶（EUの農薬の基準をクリアしていることが証明されているもの）
・水産物（EU HACCAP等各種EU規制に準拠しているもの）
・技術力の高い商品（他のアジア、欧州各国では生産できない技術で生産されたもの）
・有機食品
・グルテンフリー食品
・EUの栄養表示への対応が出来ている食品

商品①
*「申込フォーム（１）企業情報」で選択した品目カテゴリーと一致する品目の商品をご登録ください。

本商品は「有望商品」
に該当しますか。 (必
須)

はい いいえ

 1.基本情報

商品名 (必須)
例） いか煎餅 等

商品名（英語）
《バイヤー開示情報》
(必須)

*本商品がバイヤー誘致資料に掲載されます。
*単語の先頭は大文字で記入ください。
*英訳可能な単語は英訳し、固有名詞は大文字で入力ください。
例)いか煎餅→Squid Cracker／東京→○TOKYO、×→Tokyo　等
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商品画像の添付
《バイヤー開示情報》

ファイル形式：jpg, png, 
gif
ファイル容量：1MB前
後

(必須)

参照...

 原材料 （添加物を含めて、入力してください。）

日本産原材料 (必須)


例） いか、しょうゆ、砂糖、食塩、重曹、酸化防止剤、着色料（クチナシ赤色素）　等/該当ない場合は「なし」と入力ください。

海外産原材料 (必須)


例） 小麦、海苔、ゴマ　等/該当ない場合は「なし」と入力ください。

商品の最終加工地 (必
須)



商品内容量

(必須)

商品の輸出価格 (必
須)

※CIF価格など価格条件を明記ください。
　 輸出価格の設定がない場合は国内卸売・小売価格でも結構です。
   例） FOB価格：○○円/単位、国内卸売価格：○○円/単位

 賞味期限 （保存方法で温度帯を選択した上で期限を入力してください。）

保存方法 (必須) 常温 冷蔵 冷凍 

賞味期限 (必須) 6か月未満 6か月以上1年未満 1年以上 

 2.商品PR

バイヤー向けの商品PRを簡潔にご記入ください。
(必須)

例：出品物の品質、価格、物流面、商品と癖、現地市場における新規性等 （300文字以内）


現地バイヤーのニーズに沿った商品改良は可能ですか。
(必須)

可能な場合は、具体的にどのような要素を改良することが可能か、どの程度まで対応する意欲があるか具体的に入力してください。
例：パッケージを現地向け内容量に変更可能、パッケージラベルの変更可能、OEM生産可能、原材料の一部変更可能　等　（300文字以内）


 3.出品物の規制等対応について

商品に使用している添
加物・香料がEUで許可
されていることを確認
済みですか。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定 添加物・色素・香料は使用していない

（参考）
・EUの添加物の規制について
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/a0196b2a8de482d0.html
・EUの香料の規制について
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a121d90608bd04ff/kouryo-kouso201703.pdf

商品の包装資材・容器
についてEUで使用でき
ることを確認済みです
か。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定

（参考）
・※6. 食品包装規制（食品容器の品質または基準）参照
https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/foods/exportguide/pastry.html

その他現地規制への
対応 (必須)

その他現地規制に対応済み 

その他

（参考）出品案内書（P6）出品の条件（参考情報・EUの輸入規制等について）
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https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/afb/SIAL2018/annaisho_sial18.pdf

本商品について、取得
済みの認証等があれ
ばご記入ください。 (必
須)

なし 

あり

商品②

本商品は「有望商品」
に該当しますか。 (必
須)

はい いいえ

 1.基本情報

商品名 (必須)
例） いか煎餅 等

商品名（英語）
《バイヤー開示情報》
(必須)

*本商品がバイヤー誘致資料に掲載されます。
*単語の先頭は大文字で記入ください。
*英訳可能な単語は英訳し、固有名詞は大文字で入力ください。
例)いか煎餅→Squid Cracker／東京→○TOKYO、×→Tokyo　等

商品画像の添付
《バイヤー開示情報》

ファイル形式：jpg, png, 
gif
ファイル容量：1MB前
後

(必須)

参照...

 原材料 （添加物を含めて、入力してください。）

日本産原材料 (必須)


例） いか、しょうゆ、砂糖、食塩、重曹、酸化防止剤、着色料（クチナシ赤色素）　等

海外産原材料 (必須)


例） 小麦、海苔、ゴマ　等

商品の最終加工地 (必
須)



商品内容量

(必須)

商品の輸出価格 (必
須)

※CIF価格など価格条件を明記ください。
　 輸出価格の設定がない場合は国内卸売・小売価格でも結構です。
   例） FOB価格：○○円/単位、国内卸売価格：○○円/単位

 賞味期限 （保存方法で温度帯を選択した上で期限を入力してください。）

保存方法 (必須) 常温 冷蔵 冷凍 

賞味期限 (必須) 6か月未満 6か月以上1年未満 1年以上 

 2.商品PR

バイヤー向けの商品PRを簡潔にご記入ください。
(必須)

例：出品物の品質、価格、物流面、商品と癖、現地市場における新規性等 （300文字以内）


現地バイヤーのニーズに沿った商品改良は可能ですか。
(必須)
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可能な場合は、具体的にどのような要素を改良することが可能か、どの程度まで対応する意欲があるか具体的に入力してください。
例：パッケージを現地向け内容量に変更可能、パッケージラベルの変更可能、OEM生産可能、原材料の一部変更可能　等　（300文字以内）


 3.出品物の規制等対応について

商品に使用している添
加物・香料がEUで許可
されていることを確認
済みですか。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定 添加物・色素・香料は使用していない

（参考）
・EUの添加物の規制について
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/a0196b2a8de482d0.html
・EUの香料の規制について
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a121d90608bd04ff/kouryo-kouso201703.pdf

商品の包装資材・容器
についてEUで使用でき
ることを確認済みです
か。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定

（参考）
・※6. 食品包装規制（食品容器の品質または基準）参照
https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/foods/exportguide/pastry.html

その他現地規制への
対応 (必須)

その他現地規制に対応済み 

その他

（参考）出品案内書（P6）出品の条件（参考情報・EUの輸入規制等について）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/afb/SIAL2018/annaisho_sial18.pdf

本商品について、取得
済みの認証等があれ
ばご記入ください。 (必
須)

なし 

あり

商品③

本商品は「有望商品」
に該当しますか。 (必
須)

はい いいえ

 1.基本情報

商品名 (必須)
例） いか煎餅 等

商品名（英語）
《バイヤー開示情報》
(必須)

*本商品がバイヤー誘致資料に掲載されます。
*単語の先頭は大文字で記入ください。
*英訳可能な単語は英訳し、固有名詞は大文字で入力ください。
例)いか煎餅→Squid Cracker／東京→○TOKYO、×→Tokyo　等

商品画像の添付
《バイヤー開示情報》

ファイル形式：jpg, png, 
gif
ファイル容量：1MB前
後

(必須)

参照...

 原材料 （添加物を含めて、入力してください。）

日本産原材料 (必須)


例） いか、しょうゆ、砂糖、食塩、重曹、酸化防止剤、着色料（クチナシ赤色素）　等

海外産原材料 (必須)


例） 小麦、海苔、ゴマ　等

商品の最終加工地 (必
須)



商品内容量

(必須)
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商品の輸出価格 (必
須)

※CIF価格など価格条件を明記ください。
　 輸出価格の設定がない場合は国内卸売・小売価格でも結構です。
   例） FOB価格：○○円/単位、国内卸売価格：○○円/単位

 賞味期限 （保存方法で温度帯を選択した上で期限を入力してください。）

保存方法 (必須) 常温 冷蔵 冷凍 

賞味期限 (必須) 6か月未満 6か月以上1年未満 1年以上 

 2.商品PR

バイヤー向けの商品PRを簡潔にご記入ください。
(必須)

例：出品物の品質、価格、物流面、商品と癖、現地市場における新規性等 （300文字以内）


現地バイヤーのニーズに沿った商品改良は可能ですか。
(必須)

可能な場合は、具体的にどのような要素を改良することが可能か、どの程度まで対応する意欲があるか具体的に入力してください。
例：パッケージを現地向け内容量に変更可能、パッケージラベルの変更可能、OEM生産可能、原材料の一部変更可能　等　（300文字以内）


 3.出品物の規制等対応について

商品に使用している添
加物・香料がEUで許可
されていることを確認
済みですか。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定 添加物・色素・香料は使用していない

（参考）
・EUの添加物の規制について
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/a0196b2a8de482d0.html
・EUの香料の規制について
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/a121d90608bd04ff/kouryo-kouso201703.pdf

商品の包装資材・容器
についてEUで使用でき
ることを確認済みです
か。 (必須)

確認済 未確認

許可されていないものを使用しているがSIALまでに変更予定

（参考）
・※6. 食品包装規制（食品容器の品質または基準）参照
https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/foods/exportguide/pastry.html

その他現地規制への
対応 (必須)

その他現地規制に対応済み 

その他

（参考）出品案内書（P6）出品の条件（参考情報・EUの輸入規制等について）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/afb/SIAL2018/annaisho_sial18.pdf

本商品について、取得
済みの認証等があれ
ばご記入ください。 (必
須)

なし 

あり

※提出いただいた情報（会社名および商品情報）は、本見本市の運営のために使用します。

※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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