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JAPAN MALL 事業
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Gift

JAPAN MALL

１40 以上の海外大手 EC サイトに商品紹介！ ２ 国内取引、円建て決済！ ３ 難しい輸出手続きが不要！

JAPAN MALL 事業の流れ

１ お申込み ２ 商品を代理紹介 ３ バイヤー商談 4 受注・納品・支払い 5 現地 EC で販売
JAPAN MALL 事業
ジェトロ

ジェトロ
データベース

プロモーション実施
海外 EC サイト

検索

バイヤー

ジェトロもサポート！
小売店

JAPAN MALL 事業に商品を

データベースの情報を元に、 ジェトロが

バイヤーから取引希望がある企業には

受注確定後は国内商社等の指定

商社から EC バイヤーに商品を輸出。

登録いただくと、 ジェトロ内の

バイヤーに商品を紹介します。

商談等の機会を設定します。

倉庫に商品を納品ください。

現地 EC サイトで商品を販売 ・ プロモー

データベースに登録されます。

※バイヤー来日時は対面商談会も開催！

※納品先、 支払い条件はバイヤー ・

ション （一部商品） します。

商社毎に異なります。

JAPAN MALL 事業

よくあるご質問

商品登録のメリット
いいね！

１．登録商品をジェトロがバイヤーに代理紹介！
バイヤー来日タイミングに合わせ、国内商談会の機会もご提供します。

２．国内商社等を介すので、複雑な輸出手続きが不要！
国内納品・日本円での決済が可能なので、複雑な輸出手続きや
海外売掛金の回収などの手間は不要。（一部例外あり）

３．大手 EC と連携して効果的なプロモーションを実施！
成約商品に関して、告知のためのプロモーションを実施します。
その他、輸出に関する相談や質問にジェトロが応えます。
事業参加企業にはプロモーションの概要などをフィードバックします。

Q&A

Q:JAPAN MALL のデータ
ベースを閲覧できますか？
A: データベースの閲覧はできません。
Q: 選考状況・結果について教えて下さい。
A: 各案件ごとに登録企業専用サイトで進捗状況を
お知らせしています。バイヤーから取引希望が
ある企業には別途ご連絡します。
Q: どんな企業が登録していますか？
A: 中小企業・大企業合わせて 1400 社に 9000 点
以上の商品を登録いただいています。
（2019 年度事業実績）

主な事業スキーム
間に商社等が入るので、安心・安全の国内取引が可能です！（※一部例外あり）

販売・納品

輸出・販売

販売・納品

日本酒
日本酒

Gift

千万両

支払い￥

事業参加企業

支払い＄

指定商社等

支払い

海外 EC サイト

海外消費者

ジェトロが海外 EC バイヤー

バイヤー・指定商社等と条件

海外 EC サイト内にて、商品

JAPAN MALL 事業を通じて、

に商品情報を紹介。取引希望

を交渉し、受注が確定したら

認知のためのプロモーション

様々な国の消費者に商品を販

が出た商品に関して、商談等

バイヤー指定商社等と契約・

を実施します。
（例外あり）

売する機会が広がります。

の機会を設定します。

納品ください。

バイヤー来日時は対面商談の
機会もあります。

指定商社等が輸出業務を行うので
初めての輸出先でも安心。
国内納品・円決済で完結！

プロモーションで
ブランド認知 UP ！

登録費無料です。
是非お申し込み
ください！
JAPAN MALL 事業

ジェトロ

検索

＜注意事項＞
海外 EC 事業者又はその指定商社等が商品を選定します。選定のための申し込み期限は各 EC 事業者で異なります。納品・決済等取引条件や商流は各 EC 事業者で異なります。

応募いただくタイミングによってはプロモーションイベントに参加できない場合もございます。登録は無料ですが、商品紹介や商談の際にサンプルの提供を依頼することがあ

ります。ジェトロ HP にある JAPAN MALL 事業の募集要項をご一読いただき、諸条件を確認の上お申込みください。新型コロナウイルス感染拡大等の影響により事業の中止、
変更の可能性がございます。ご了承ください。

JAPAN MALL 事業には 40 以上の連携先があります
中国

ドイツ

J-Dish
BtoB 向けの食器、レストラン
用品を扱う輸入業者
◇調理器具、食器、 装飾品等
英国

ocado
英国内 7 割強の地域をカバーす
る最大手の食品専業 EC 事業者
◇加工食品、酒類

近鉄百貨店
京東・KAOLA（網易
考拉）
、RED（小紅書）内の
近鉄百貨海外旗艦店
◇化粧品、日用品、工芸品等
西友
京東内の Walmart 旗艦店
◇化粧品、サプリメント、
菓子、 インスタント食品、
日本酒、ウイスキー

その他 bolome（化粧品、日用雑貨、
加工食品）
、フォレストリ（加工食品）
、
郵便局物販サービス（化粧品、生活用
品など）

米国

Rakuten
楽天 USA が展開する EC サイト
に特設ページ【Japan SPOT】
を開設 ◇加工食品
Sake social
ラインナップ拡充を目指す全米
最大規模の日本酒 EC 事業者
◇日本酒・焼酎・酒器連商品

連携先は随時追加予定！

Sushi Sushi
英国地方都市の高級レストラン
を中心に、日本産の高品質な食
材を販売する EC サイト
◇加工食品、調味料など
ドイツ

METRO、EDEKA、REWE 等
(Kreyenhop & Kluge)

ドイツの食品市場のメインスト
リームである大手流通小売事業
◇加工食品、酒類
Kafer（ケーファー）
ミュンヘンを中心に展開する
高価格帯の高級食品専門店
◇加工食品、調味料など

タイ

ドイツ国内で 10 店舗を展開
する高級食材卸売・小売事業
者食料品店
◇加工食品、生鮮食品加工食品
冷凍食品
Food Connection
自社 EC サイトを通じ、スター
シェフに日本産食材を卸す有力
事業者
◇調味料・加工食品

イオンカンボジア
カンボジア国内で最大級の
モールを展開する。オンラ
イン販売も実施。
◇生鮮食品、加工食品
飲料・酒類

メキシコ

24 Shopping
主要財閥 CP グループ CP-ALL 社
（セブンイレブン運営）の子会社
が運営する EC サイト
◇加工食品（菓子等）

Toyo Foods
日本の食材や調理器具を
販売する EC サイト
◇菓子、調理器具
コロンビア

マレーシア

DAISHO FOOD
クアラルンプールを中心に 17 店
舗を運営する日本食小売店が展開
する EC サイト
◇加工食品、菓子、健康食品

Adega de SAKE
南米初の酒サムライが運営
する日本酒 EC サイト
◇日本酒

ベトナム

南アフリカ

イオン、ファミリーマート、セブンイレブン、
フジマート、Big-C 等での店舗での販売
◇加工食品、日用品、美容関連商品他
Shopee、TIKI
現地大手 EC サイト
◇加工食品、日用品、美容関連
商品他
インドネシア

tokopedia、Shopee
インドネシア国内最大手の
tokopedia や Shopee に日本
商品販売特集ページを開設
◇加工食品
sociolla
現地化粧品 EC 最大手
◇化粧品、美容関連用品

Best Choice
現地最大規模のアジア系食材
専門商社が展開する EC サイト
◇加工食品

ブラジル

HERMO
現地化粧品 EC 最大手
◇化粧品、美容関連用品

Frische Paradies

（フリッシェ・パラディース）

カンボジア

RedMart
シンガポール最大規模の EC
専業スーパーマーケット
◇加工食品、生鮮食品など

IPPINKA
デザイン性の高い雑貨を販売す
るセレクトショップ
◇デザイン雑貨、日用品

フランクジャパン
「京東日本酒館」にて日本全国
の清酒などを販売
◇酒類
DO インターナショナル
天猫国際直営店、京東直営店
など中国大手 EC 事業者の主要
卸売事業者
◇生活雑貨、キッチン用品、
テーブルウエア等

シンガポール

カナダ

6
中東

takealot
現地最大の EC サイト
◇家庭用品、スポーツ用品
アウトドア・旅行用品
玩具等

Boutiqaat
GCC6 カ国をカバーする
中東化粧品 EC 最大手
◇化粧品

＜お申込み・問い合わせ先＞

ジェトロ・デジタル貿易・新産業部
EC・流通ビジネス課
担当：久保田、黒田
尾崎、芦崎
Email: DNB@jetro.go.jp

https://www.jetro.go.jp/services/japan̲mall/

