
海外オンライン展示会への出展募集について

徳島県では、徳島県貿易協会及びジェ トロ徳島 と連携 し、 BtoB向 け海外オ ンラ

イ ン展示会 「Alibaba.com」 に出展す る事業者様 を支援す ることとな りま した。

つきま しては、以下の とお り「AIlbaba.com」 への出展 を希望す る、徳島県内の もの

づ くり事業者様 を募集 いた します。

※「Alibaba,com」 とは、世界各国からバイヤーが参加する世界最大級の BtoBオ ンライン

サイ トです。

1■募集1内1容

(1)募 集品 目

精密機器、情報通信及び機器 、金属製品、

輸送用機械・部 品、食品以外の非金属製品など (原 料 ヨ素材 を含む )

コロナ関連商材 は「Alibaba.com」 指定の出展禁止製品に該 当す るため、

出展 できません。

※コロナ関連商材とは、除菌スプレー・ジェル、除菌シー ト、マスク、

フェイスガー ド、防護服、非接触式体温計などです。

(2)出 展期間

令和 4年 6月 1日 ～令和 5年 3月 31日

(3)募 集企業数

5社程度

(4)募 集条件

以下の全てを満たす必要があ ります。
日徳島県内に本拠 を有す るものづ くり企業であ り、徳島県 と緊密な連絡体制が確

保できること。

「海外への輸出・展開を検討 している商品を持 ち、海外販路開拓 に向けて意欲 的な

中堅・中小企業。

※「中小企業基本法」の定義に基づく中小企業とする。
口「Alibaba.com」 に商品を掲載できる企業。
口「Alibaba.com」 に未 出展かつア リババ (株 )と 電子契約締結前の企業。

・定期的な活動状況の報告 に協 力できる企業。
口掲載す る商品が (1)記 載の対象品 目に該 当 してお り、掲載す る商 品が他者の

知的財産権 を侵害 して いないことを保証す ること。掲載す る商品に他者が知的

財産権 を保有す る商品が含 まれ る場合は、同商 品を掲載 し販売す る権 利 を有 し

ていることを保証す ること。
日本事業の活用の プランや 目標 を有 していること。



日本プログラムの実施に必要な人員 B組織体制が整つていること。窓口となる担
当者を配置し、アリババ (株 )や県連携企業からの連絡があつた際に対応でき
ること。         .

日本プログラムの出展・実施に必要となる企業・製品・その他情報を、アリババ
(株 )や県連携企業の求めに応じて提供できること。また、アリババ (株 )が

出展審査の一部 を委託す る指定の第二者機関に企業情報 を提供す る ことに同意
できること。

ロジエ トロが成果把握のために実施す る案件報告書 に協力で きる こと。ま た、ジ
エ トロか らア リババ (株 )への案件報告書の提供 に同意で きること。

※成約状況 (バ イヤー名、成約金額)t成約見込状況 (見積書提示のバイヤー名、見積金額 )

等の活動状況を隔月でご報告頂きます。
日本プログラムの概要、進捗および成果の対外公表に同意できること。
※成果とは出展企業全体の成約等の動向に加え、公開済みの WEBページ上の製品画像や企

業情報等も含みまず。
ロア リババ (株 )が出展各社へ提供す る月次 レポー トのア リババ (株 )か らジェ

トロヘの提供に‐
同意で きること。 1

(5)募 集期 日

令和 4年 5月 10日 (火 )17:00必 着

(6)出 展料

選考・審査の結果、「Alibaba.com」 に出展が確定 した場合、
1企業あたり10万 円 (税込)を ご負担いただきます。

なお、選考 口審査の結果、「Alibaba.9om」 への出展に至らなかった場合は、
出展料はいただきません。

※本事業はジェトロが実施する「Alibaba.oom出 展支援プログラム」の出展料50万 円の

うち、40万円を県が負担するものです。

申込書及び企業の概要がわかるパンフレッ ト等のデータを次のメールア ドレスま
で、E―mallにてお申し込み ください。なお、送信後、電話により着信の確認を行つ
て ください。

※申込書及びバンフレットデータ等の記載内蓉については、事業実施にあたり徳島県貿易協会
及びジェトロ徳島に共有します。なお、他の目的には使用いたしません。

【申込先及びお問合せ先】

〒770-8570 徳島市万代町 1丁 目 1番地 徳島県商工政策課内

電  話 : 088-621-2320

E―mail : syoukouseisakukaOpref.tokushima.jp

出展対象となる企業は徳島県での選考の後、ジェトロ及びアリババ (株)の審査を経て決定



します。

①徳島県の選考

【選考会日時】

令和 4年 5月 中旬 (日 時はお申込み後、別途通知します)

【選考方法】

オンライン会議システム「Zoom」 を利用し、自社における海外展開め取り組みや t

掲載予定の商品紹介等をオンラインでプレゼンテーシヨン (10分程度)し てい

ただきます。Zoo面 使用環境は各:自 でご準備ください。

【結果通知】

参加者全員に書面で通知します。

②ジェトロtア リババ (株 )の審査

県への申込みと同時に、別途、ジェト百HPを 通じて Alibaba.comへ の出展申込を

令和 4年 5月 20日 (金 )までに行つていただきます。   |
この申込情報に基づき、ジェトロとアリババ (株 )が審査を行います。

htttps i//""w.」 etro.go.Jp/ettents/dnb/319b239404a2bfda.html

※ この時点ではまだ出展は決定 してお りません。

③審査結果がジェト由から届きます。審査に合格された場合、Alibaba.comへ の
出展が決定します。

(1)本 公募は、本県と委託業者との契約成立後、速やかに事業を開始できるように

する止め、契約成立前に募集手続きが行われているものです。

A皇業の執行は、本県と委託業者との契約の成立が前提であり、今後、内容等

が変更 口取 りやめになることもありますので、予めご了承 ください。

(2)応 募多数の場合は、より具体的な計画がある企業を優先 します。

(3)本事業はジェ トロの「JAPAN LINKAGE」 事業を活用 し、さらに出展料 50万 円の

うち40万 円を県が負担するものです。

必ず下記 リンク先に記載されているジェ トロ事業の募集要項及び注意事項等に
ついてもお読みいただき、ご了承いただいたうえでご応募 ください。
https://www jetro.go.jp/events/dnb/319b239404a2bfda.html

(4)お 支払いいただいた出展料はお返 ししません。

(5)出 展決定後のキャンセルはご遠慮 ください。

(6)AIlbaba comに 出展 した全ての商品の商談成立を保証するものではありません。
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【送信先】

徳島県

E―mail i syё ukouseisakuka@pref.tokushima.jp

(件名は 【(御社名)海外オンライン展示会への出展募集案内への申込書】としてください。)

申込書

海外オンライン展示会への出展募集案内の内容等を了承し、次のとおり申し込みます。

令不日4年   月   日

申込事業者住所 :

申込事業者
((会

社・団体)名 :

代表者役職・氏名 :

※TEL,FAX及び ETmailは、担当者直通のものを御記入ください。

※企業の概要がわかるパンフレット等のデータも併せてご送付ください。

【事業者情報】(全項目必須)

会社・団体名

担当者

部署 。役職

ふ りがな

氏 名

TEL

FAX

E―mail

出展 したい

商品について

備 考

(留意事項等 )

ヽ     t


