
お申込日  2019 年    月    日

同意する 同意しない

会社名  （日本語） 部署名・役職

会社名  （ 英語 ） 担当者名（ふりがな）

所在地（日本語） 〒

所在地 （ 英語 ）
※参考 http://judress.tsukuenoue.com/

TEL FAX 

携帯電話 E-mail

ホームページ 主な取扱商品

自社PR

取得認証

②-1 製造（生産）工程

②-2 産地の特色

②-3 生産のこだわり

③-1 輸出実績地域

③-2 現在の販路

【                                     】

【                                     】

③-3 商社の利用

③-4 希望の販路

【                                     】

②製造工程（農林水産品の場合は、生産工程）、②産地の特色、③生産のこだわり等アピールポイント

③輸出について

 平成31年度 沖縄県全国特産品流通拠点化推進事業 （物流ハブ機能認知度向上事業）
【参加申込書】

※個人情報及び画像の取扱いについて
 当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守して適切に管理いたします。出展申込書に記入戴きましたお客様の個人情報及び画像については、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、お申込みいただいた事業において提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他当社は①当社及び当社の提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 ② 事業後のご意見やご感想の提供のお願い ③ アンケートのお願い ④ 特典サービスの提供 ⑤ 統計資料の作成、⑥現地バイヤー、輸出入業者、事業実施者、共催企
業・団体への出展者連絡先開示 にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

①企業情報

① 取引している商社を利用

② 輸出商社の紹介を希望

③ 直接取引を希望

④ その他

① 小売店（百貨店、スーパー、コンビニ）／Department Store & Supermarket & Convenience 

② 飲食店／Restaurant

⑤ 輸入事業者／Impoter

⑦ その他／Other

④ 通販事業者／E-Commerce

③ ホテル／Hotel

⑥ 輸出事業者／Exporter

ISO GAP HALAL (ハラル） その他／otherHACCP 



【商品提案書①】

商品名 （日本語）

国内小売価格（円）※税抜 円 円

FOB価格（円）※税抜
※国内港渡し価格

円

最もおいしい時期 ※生鮮

内容量 g・ml 個・袋・本

保存温度帯
※該当するものに○をつけて下さい。

常温 冷蔵 冷凍 常温 冷蔵 冷凍

縦cm 横cm 高さcm 縦cm 横cm 高さcm
重量／kg

※外箱やパッケージを含めない
内容量*数量＝kg

kg
(Net weight)

kg
(Gross
weight)

発注リードタイム 日 日

原材料(主な原材料の原産国・産地)、添加物
※内容量の多いものから順に記載
※主な原材料のみ産地記載

熱量
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂質
(g)

炭水化物
(g)

ナトリウム
(mg)

商品説明（特徴）
※商品にまつわる物語やアピールポイントを記載

①オススメの食べ方

②オススメの調理方法

◎お酒出品者
酒税抜きの価格(円）※税抜

円

     ◆商品写真 1MB以上のもの（※シートへの貼り付けではなく、別途データやメールでの添付でも構いません）

商談成功率を上げるため、可能でしたら記載願います。

最低ロット 箱・個・袋・本 可能・不可能

国内指定倉庫までの送料

内容量の仕様変更は可能ですか。

具体例 

商品名  （ 英語 ）

 国内卸売価格(円）※税抜

最終加工地
※都道府県名

◎お酒出品者
アルコール度数

1ケースあたりの入数  

輸送温度帯
※該当するものに○をつけて下さい。

パッケージサイズ(cm)
縦 × 横 × 高さ

 ケースサイズ（cm）
縦 × 横 × 高さ

重量／kg
※外箱やパッケージを含める

(内容量+パッケージ)*数量+外箱＝kg

賞味期限・消費期限

栄養成分
※100g(ml)あたり

その他

     ◆工場や農園、製造場所、生産者の写真

①食べ方や②調理方法
(生産者、製造者だからこそ知ってる食べ方、オ

ススメの調理方法等)

工場・農園などの写真
（外観、内部） 生産者の顔写真など

②カットしたものやお皿にもられたもの
※きれいな写真やお洒落な写真など

①商品写真 本体



【商品提案書②】

商品名 （日本語）

国内小売価格（円）※税抜 円 円

FOB価格（円）※税抜
※国内港渡し価格

円

最もおいしい時期 ※生鮮

内容量 g・ml 個・袋・本

保存温度帯
※該当するものに○をつけて下さい。

常温 冷蔵 冷凍 常温 冷蔵 冷凍

縦cm 横cm 高さcm 縦cm 横cm 高さcm
重量／kg

※外箱やパッケージを含めない
内容量*数量＝kg

kg
(Net weight)

kg
(Gross
weight)

発注リードタイム 日 日

原材料(主な原材料の原産国・産地)、添加物
※内容量の多いものから順に記載
※主な原材料のみ産地記載

熱量
(kcal)

たんぱく質
(g)

脂質
(g)

炭水化物
(g)

ナトリウム
(mg)

商品説明（特徴）
※商品にまつわる物語やアピールポイントを記載

①オススメの食べ方

②オススメの調理方法

◎お酒出品者
酒税抜きの価格(円）※税抜

円

     ◆商品写真 1MB以上のもの（※シートへの貼り付けではなく、別途データやメールでの添付でも構いません）

商談成功率を上げるため、可能でしたら記載願います。

最低ロット 箱・個・袋・本 可能・不可能

     ◆工場や農園、製造場所、生産者の写真

内容量の仕様変更は可能ですか。

具体例 

①食べ方や②調理方法
(生産者、製造者だからこそ知ってる食べ方、オ

ススメの調理方法等)

◎お酒出品者
アルコール度数

栄養成分
※100g(ml)あたり

その他

パッケージサイズ(cm)
縦 × 横 × 高さ

 ケースサイズ（cm）
縦 × 横 × 高さ

重量／kg
※外箱やパッケージを含める

(内容量+パッケージ)*数量+外箱＝kg

賞味期限・消費期限

最終加工地
※都道府県名

1ケースあたりの入数  

輸送温度帯
※該当するものに○をつけて下さい。

国内指定倉庫までの送料

商品名  （ 英語 ）

 国内卸売価格(円）※税抜

工場・農園などの写真
（外観、内部） 生産者の顔写真など

②カットしたものやお皿にもられたもの
※きれいな写真やお洒落な写真など

①商品写真 本体


