令和 2 年度 海外食品販路開拓支援事業
米国カリフォルニア州及びハワイ州における長野フェア 参加事業者募集要項
1.

目的
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのグループ会社 2 社が米国カリフォ
ルニア州及びハワイ州で運営するスーパーマーケットに県内加工食品製造事業者等の商品のマッチングを
図るとともに、2 社がそれぞれ開催する長野フェアに参加する事業者の輸出支援を行う。

2.

開催場所等
(ア) カリフォルニア州の開催店舗情報等
社名

Marukai Corporation

店舗名称

TOKYO CENTRAL Gardena Store（トウキョウセントラルガーデナ店）

所在地

1740 W Artesia Blvd., Gardena, CA 90248

電話

+1 310-660-6300

URL

https://www.tokyocentral.com/t-gardena.aspx

（マルカイコーポレーション）

FAX

+1 310-516-9484

(イ) ハワイ州の開催店舗情報等

3.

社名

Marukai Hawaii Co. Ltd.

店舗名称

MARUKAI WHOLESALE MART （マルカイホールセールマート）

所在地

2310 Kamehameha Hwy. Honolulu, HI 96819-4531

電話

+1 808-845-5051

URL

http://www.marukaihawaii.com/

（マルカイハワイ）

FAX

+1 808-841-2379

開催期間
(ア) トウキョウセントラルガーデナ店（カリフォルニア州の店舗）
令和 2 年 4 月 17 日（金）から 4 月 19 日（日）までの 3 日間
(イ) マルカイホールセールマート（ハワイ州の店舗）
令和 2 年 4 月 21 日（火）から 4 月 27 日（月）までの 7 日間

4.

長野フェアの内容
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのグループ会社である米国カリフォ
ルニア州のマルカイコーポレーションが運営するトウキョウセントラルガーデナ店及びハワイ州のマルカ
イハワイが運営するマルカイホールセールマートが主催する店頭物産催事。両店は店頭の特設会場に長野県
の農産物及び加工食品を陳列し販売を行う。参加事業者は会期中に店頭で自社商品の販売促進のためのプロ
モーション活動及びマーケットリサーチを行う。
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5.

参加事業者及び対象商品
(ア) 募集対象事業者
・次の条件をすべて満たす者。
① 長野県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者であって、加工食品の製造（委託製造等を含
む。
）を行う者、又は、長野県内の農産物生産者であって、
「おいしい信州ふーど」をはじめとする
農畜水産物（その加工品を含む。
）を生産する者であること。自社で生産している農産物及びその加
工品であること。
② 長野フェア開催のためにマルカイコーポレーション及びマルカイハワイが仕入れる商品を確実に
納入できること。
③ 原則として、開催期間中の全部又は一部の日に、来店者に対し自社商品の PR（調理方法等の説明
を伴う店頭プロモーション等）をし、マーケットリサーチを行う社員を現地に派遣できること。
(イ) 対象商品
【加工食品】
・長野県産の日本酒、その他の加工食品で次の条件をすべて満たすもの。
① 自社で製造した加工食品又は、委託製造で製造した加工食品であること。
② 製造者又は販売者（委託製造等の場合）として、自社名が商品に明記されていること。
③ 制度上（食品輸出規制等）
、米国カリフォルニア州及びハワイ州へ輸出可能な品目であること。
④ 日本酒、ワインなどの酒類にあっては、TTB によるラベル登録が既になされている商品であるこ
と。
【農畜水産物】
・次の条件をすべて満たすもの。
① 長野県内において、自社で生産している農畜水産物であること。
（県外産は対象外。）
② 制度上（食品輸出規制等）
、米国カリフォルニア州及びハワイ州へ輸出可能な品目であること。
③ 長野フェア開催期間までに確実に納入できる品目であること。

6.

応募方法
(ア) 参加希望者は、
「参加申込書」及び指定輸出商社の様式である「商品提案書兼見積書」に必要事項を入力
し、1 月 22 日（水）までに、長野県中小企業振興センター（以下、
「当センター」という。）へ電子メー
ルで申し込む。
・申込締切日

令和 2 年 1 月 22 日（水）17 時まで

・申込先メールアドレス

hanro@icon-nagano.or.jp
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(イ) 参加申込書には、企業情報のほか、会期中に社員が店頭でプロモーション活動等を行うことができる期
日を記入する。長野フェアへの参加は、両店舗で店頭活動ができることが望ましいが、一店舗のみの参
加となっても構わない。
【参加日程の例】
① 4 月 17 日（金）から 19 日（日）までの 3 日間のみ（トウキョウセントラルガーデナ店のみ）
② 4 月 21 日（火）から 26 日（日）までの 6 日間のみ（マルカイホールセールマートのみ）
③ 4 月 17 日（金）から 23 日（木）までの各店舗 3 日間ずつ
④ 4 月 24 日（金）から 26 日（日）までのマルカイホールセールマートのみ
(ウ) 商品提案書兼見積書には、両社に納入したい商品をすべて記入する。見積書の「上代（税抜き）」及び
「仕切単価（税別）
」等は日本円で記入する。上代は、日本国内で一般的に販売されている価格を記入す
る。仕切単価は、日本国内での取引を想定し、国内（神戸市）へ納品した場合の価格を入力する。
(エ) 新規商品の提案を行う場合には、FCP 展示会・商談会シートを作成し提出する。
① 前回（平成 31 年 4 月開催）及び前々回（平成 30 年 4 月開催）のマルカイハワイ長野フェアに参加
した事業者で、納品実績のない新規商品を提案する場合には、FCP 展示会商談会シートを提出す
る。
② 令和元年 7 月に開催した海外バイヤー招聘商談会で、マルカイコーポレーション及びマルカイハワ
イのバイヤーと商談を行っていない場合には、FCP 展示会商談会シートを提出する。
7.

参加事業者及び商品の選定等
(ア) 当センターは参加希望者から提出された「参加申込書」、
「商品提案書兼見積書」及び「FCP 展示会商談
会シート」をマルカイコーポレーション及びマルカイハワイが指定する次の商社へ提出する。
【マルカイコーポレーション及びマルカイハワイの指定商社】
社名

株式会社カワ・コーポレーション

所在地 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通 5-2-10
電話

078-367-1450

ファックス

078-367-1620

(イ) マルカイコーポレーション及びマルカイハワイは参加希望者の企業情報、商品情報及び、店頭でのプロ
モーション活動のための渡航日数等から、長野フェアに参加する事業者、取扱商品及び、発注数量を決
定する。
(ウ) 両社指定の輸出商社であるカワ・コーポレーションは、両社と検討協議の上、取引する商品を決定し、
事業者に対して商品を発注する。
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8.

取引条件等
(ア) 商品の仕入は原則として買取方式で行う。
(イ) 商品の発注があった事業者は、カワ・コーポレーションが指定する日本国内の倉庫（後日案内される神
戸市兵庫区周辺の倉庫）に商品を納品する。
(ウ) 商品代金の決済はカワ・コーポレーションが日本円で行う。
(エ) マルカイコーポレーション及びマルカイハワイに商品を納入するための取引条件（取引価格、納入量、
輸送方法、輸送費の負担、マネキンの配置、試食試飲のためのサンプルの提供量及び輸送方法等）は、
マルカイコーポレーション及びマルカイハワイ、又はカワ・コーポレーションと参加事業者が直接取り
決める。
(オ) 自社社員を派遣できない場合には、開催期間中、参加事業者の経費負担により 1 日 6 時間程度のマネキ
ンを配置することを条件として、商品を納入できる場合がある。
(カ) フェア参加事業者のうち希望する者は、マルカイハワイでのプロモーション活動等に合わせて、マルカ
イハワイ系列店のドン・キホーテカヘカ店で商品のプロモーション活動等を実施することができる。ド
ン・キホーテカヘカ店での店頭プロモーションを希望する場合には、マルカイハワイでのプロモーショ
ン活動を行うのと同じ期間に、社員が対応するか、自社負担によりマネキンを雇用しなければならない。
店舗名称

Don Quijote Kaheka

（ドン・キホーテカヘカ店）

社名

Don Quijote USA

（ドン・キホーテ USA）

所在地

801 Kaheka St., Honolulu, HI 96814

電話

+1 808-973-4800

URL

http://donquijotehawaii.com/

FAX

+1 808-973-6667

① マルカイハワイの担当バイヤーはドン・キホーテ USA の仕入権限を持っているため、同店への納
品（店頭プロモーション活動を伴う商品）も可能である。
② ドン・キホーテカヘカ店でプロモーション活動を行う場合には、次のような方法をとることができ
る。
（詳細については、参加事業者とマルカイハワイとの間で実施方法を取り決める。
）
1.

社員が対応する場合は、マルカイハワイでの活動終了後に、ドン・キホーテカヘカ店に移動し
17 時から 20 時に店頭プロモーションを行う。

2.

マルカイハワイとドン・キホーテカヘカ店の両方に社員を派遣し、両店舗で同時間にプロモー
ションを行う。このとき、マネキンを雇用し、社員によるプロモーションのアシスタントをさ
せることができる。マルカイハワイでは社員がプロモーションを行い、ドン・キホーテカヘカ
店でのプロモーションには、マネキンを雇用し実施することができる。

9.

参加事業者の経費負担
(ア) 参加事業者は、店頭でのプロモーション等を行うために必要な経費（渡航費、滞在費、現地でのマネキ
ン手配の費用、サンプル費用等）を全額負担する。
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(イ) 参加事業者は次に定める参加者負担金を当センターに納入する。
① トウキョウセントラルガーデナ店の長野フェアに参加する事業者は、参加の形態により次のとおり
参加者負担金を当センターに納付する。
1.

8,000 円

店舗に社員を派遣する事業者

（ラジオ番組の出演に係る広告宣伝費と店内装飾に係る経費の一部に充当する。
）
2.

3,000 円

納品のみで現地に渡航しない事業者
（店内装飾に係る経費の一部に充当する。）

② マルカイハワイの店舗に社員を派遣する事業者は、
派遣する社員の人数によらず 1 社につき 15,000
円の参加者負担金を当センターに納付する。
マルカイハワイの店舗はホノルルの郊外に位置し、参加事業者が宿泊するホテルが所在するワイキ
キ地区と離れている。タクシーを利用した場合には、片道 2,500 円程度の運賃に最低 15%のチップを
加えた金額を払う必要がある。マルカイハワイでは、このような各社の交通費の負担を軽減するため、
マイクロバス等による送迎を行う。参加者負担金は車両の手配に係る経費及びラジオ番組の出演に係
る広告宣伝費の一部に充当する。
③ 参加者負担金は、両店舗への納品状況と現地への渡航予定に照らし合わせ当センターが決定し、参
加事業者は当センターからの請求に基づき、フェア開催前に指定する期日までに納付する。
10. 当センターの経費負担
当センターは、
「長野フェア」の広告宣伝費（参加事業者の商品の販売促進のための現地日本語ラジオ放送
番組枠購入経費及びトウキョウセントラルガーデナ店の店舗装飾に係る経費）の一部、マルカイハワイ長野
フェア参加事業者のための送迎用車両手配に係る経費の一部、並びに当センター職員の旅費を負担する。
11. 当センター職員の店頭支援
当センターは、
「長野フェア」の期間中、両店舗に職員を派遣し、参加事業者のプロモーション活動等に対
する支援を行う。
12. その他
(ア) 参加事業者とマルカイコーポレーション、マルカイハワイ及びカワ・コーポレーションとの間で、手続
き・取引に関して、万一トラブルや損害が発生した場合でも、長野県及び当センターは一切責任を負わ
ない。
(イ) 本事業の実施は、長野県議会での関係予算の成立が前提となる。
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13. 本事業に関する問い合わせ先
公益財団法人長野県中小企業振興センター
本所

信州首都圏総合活動拠点（銀座 NAGANO）

マーケティング支援センター

担当：大給政信（おぎゅう）

担当：須藤 實
e-mail m-sudou@icon-nagano.or.jp

酒井理恵
e-mail ogyuu@icon-nagano.or.jp

携帯電話 070-4206-0568

電話 026-235-7246

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-6-5

ﾌｧｯｸｽ 026-235-7387

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下 692-2

ﾌｧｯｸｽ 03-6274-6557

NOCO ビル 4F

長野県営業本部内
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