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アマゾン ジャパン株式会社

札幌テレビ放送 アマゾン ジャパン株式会社

Nipponストア年末特別企画

「北海道フェア」開催のご案内
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Nipponストア年末特別企画 「北海道フェア」

札幌テレビ（STV） × Amazon.co.jpとの共同企画として開催

2011年10月フェア開催予定

フェア出展社目標：500社
販売商品数：2,000点以上

【メリット】

・低コスト・低労力での道産品のPRが可能

・道産品の全国への新たな販路の提案

・事業者様のネット販売チャレンジの機会
北海道フェアイメージ
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カスタマーアンケート
お客様の様々なニーズ

にお応えする為に

アンケートコーナー

を設置

Nipponストア（ http://www.amazon.co.jp/nippon ）について

「Nipponストア」は2010年11月に「Made in Japan」の商品を紹介するストア
としてオープンしました。日本全国の特産品、伝統工芸品、オリジナル商品に限定し、
各商品を取り扱っている事業者にPRの場として無料で提供しています。
また、各都道府県の行政・自治体様には地域の観光スポットや伝統文化、行事などを
紹介する機会としてご利用いただいております。

物産展/特集
コーナー

・都道府県別特集

・商材別特集

・季節別特集

都道府県/商材別
コーナー

・都道府県別特集

・商材別特集

日本文化・伝統を
伝える

・お歳暮、おせち特集

・観光スポット、歴史

紹介など

日本ご当地MAP

地図から各都道府県特集
ページへ
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「北海道フェア」事前説明会のご案内

開催日時・場所

本フェア開催に向けて、ご参加を検討される道内事業者様向けに
「北海道フェア」事前説明会を道内6会場で開催します。

① 8月18日（木） 帯広会場：帯広商工会議所 １4：00～16:30 （1部：説明会 2部：質問会）

② 8月19日（金） 釧路会場：釧路商工会議所 １4：00～16:30（1部：説明会 2部：質問会）

③ 8月23日（火） 北見会場：北見商工会議所 １4：00～16:30（1部：説明会 2部：質問会）

④ 8月25日（木） 旭川会場：旭川商工会議所 １4：00～16:30（1部：説明会 2部：質問会）

⑤ 8月26日（金） 札幌会場：STVホール １0：00～12:30（1部：説明会 2部：質問会）

⑥ 8月26日（金） 札幌会場：STVホール １4：00～16:30（1部：説明会 2部：質問会）

⑦ 9月2日（金） 函館会場：函館市地域交流まちづくりセンター １4：00～16:30（1部：説明会 2部：質問会）

◆募集数：帯広・釧路・北見・旭川・函館会場各100名、札幌会場 各400名（1社2名様まで） ※定員になり次第締め切り

◆説明会への出席費用：無料

◆内容： １．Amazonのビジネス戦略について
⇒ 弊社のビジネスの取り組みについて

２．Nipponストアについて
⇒ 地域特産品コーナー「Nipponストア」と今後の取り組みについてご紹介

３．Amazon「出品サービス」について
⇒ 出品ツール「出品サービス」のご紹介とAmazon.co.jpで売れる為の方法についてご案内

4.「出品サービス」契約・申込方法について
⇒ ご契約方法、料金等のご説明

本説明会参加事業者様及び道内事業者は3カ月間出店料無料（4,900円×3）とさせていただきます。
※新規でAmazon.co.jpで出品される事業者様が対象となります。
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「北海道フェア」に向けてのご協力依頼

3. 告知方法・事業者申込

2. 説明会開催までのスケジュール

4. 費用負担について

・会場費等：Amazon負担
・ 旅費： Amazon負担
・当日運営スタッフ：弊社より3～4名
・集客費用（発生する場合）

※別途ご相談

・札幌テレビ（STV）より道内CMでの告知
・道内各経済団体、外郭団体様からの告知・周知活動
・Amazon、STVより道内マスコミ向けにプレスリリース

【申込方法】
電話、FAX、Web申込フォーム（別途案内資料にてご案内）

7/19～9/1 8/18～9/2 9月～10月中旬 10月下旬

説明会告知・申込受付
各地区

事前説明会
事業者商品登録 フェア開催

1. ご協力のお願い

「北海道フェア」及び事前説明会の道内事業者様への告知、周知活動
（メール、FAX等にて案内文書を各事業者様へご案内をお願いします。）
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(参考)Amazon.co.jpこれまでの事前説明会

説明会参加事業者のうち約半数がインターネット販売未経験
⇒低コスト・低労力というポイントでネット販売への興味・チャレンジしたいという事業者が多数

・2011年1月14日（金）山口県開催 ： 99社説明会参加 ⇒ 60社フェア出展
主催：財団法人やまぐち産業振興財団、アマゾン ジャパン株式会社
後援：山口県、社団法人山口県物産協会、山口県商工会連合会、山口県中小企業団体中央会

・2011年1月17日（月） 佐賀県開催 ⇒115社説明会参加 ⇒ 75社フェア出展
主催：アマゾン ジャパン株式会社
後援：佐賀県、佐賀県商工会議所連合会、 佐賀県商工会連合会、佐賀県中小企業団体中央会、佐賀県物産振興協会

・2011年4月7日、8日 岐阜県開催 ⇒126社説明会参加 ⇒ 123社フェア出展
主催：岐阜県観光連盟、岐阜県、アマゾン ジャパン株式会社

・2010年6月２、３日 和歌山県開催 50社説明会参加 ⇒ 40社フェア出展予定
主催：和歌山県・アマゾン ジャパン株式会社 協力：和歌山県商工会議所

・2010年6月8日（水） 兵庫県開催 ： 45社説明会参加 ⇒ 38社フェア出展予定
主催：アマゾン ジャパン株式会社 協力：兵庫県、ひょうご産業活性化センター・兵庫県商工会連合会

兵庫県中小企業団体中央会・兵庫県菓子工業組合

・2010年6月15、16日 青森県開催 ：227社説明会参加 ⇒ 204社フェア出展予定
主催：青森県、アマゾン ジャパン株式会社 協力：青森銀行、みちのく銀行
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Amazon.com 会社概要

1995年7月16日に営業開始

創設者＆CEO: ジェフ・ベゾス

本社 ワシントン州シアトル

1億5,000万人を超えるアクティブカスタマー

（2009年第4四半期)

342億ドル（約３兆円）の総売上高
（2010年度) 

８カ国で展開中：米、英、独、日、仏、加、中、伊

Amazon.com, Inc

 Amazon.com全体で昨対比40％増

 日本を含むインターナショナル部門の売上はAmazon全体の45％

 Amazon全体出荷数の約30%は出品者様の商品が占める
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日本にて2007年４月より開始した出品型サービス。出品者様が

Amazon.co.jpプラットフォーム上に商品を出品することに

より、直接お客様への販売を行うことが可能。

®Amazon 出品サービス

約3,000万人のAmazon.co.jpユーザーへの直接販売

ネットショップ初心者でも簡単に出品・販売ができるWebテクノロジー

初期費用、維持費をかけずに低コストでのネット販売が可能

【出品サービスをご利用いただくメリット】

① 出店者様が商品をAmazon上に登録、出品

②お客様が出品者の商品を注文

③出店者様がお客様に商品を直接発送

④Amazonが出店者様に売上を入金

【商品登録から取引までの流れ】
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 初期費用：0円

 固定費：月額4,900円（月払い）

 手数料：8%～15％（諸費用含む）

事業者にとってのメリット①

①低コストで全国へのお客様へ新たな販路拡大が可能

「Amazon出品サービス」のコスト

新たな販路拡大

 2,900万人のAmazon.co.jpの

お客様へ自社商品をアピール

サービス参加の初期費用はなく、固定費と

して4,900円のみ発生。

（他社の場合は約20,000円～）

商品が売れた際に手数料が発生する為、

費用だけがかさむという心配がない。

また、契約も1か月単位の為、いつでも

参加、退会が可能。よって、商品の販売も

季節や売り時期に応じて利用できる。

自社サイト、他モール出店事業者様に

とっては新たなお客様を獲得ができる。

また、ネット通販を行っていない事業者様

にとっては低コストでネットショッピング

ユーザーを獲得することが可能となる。

（例）海産物の販売時期である10月～3月のみ販売
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事業者にとってのメリット②

②PCスキルやネットショップ運営の経験、知識が無くても

商品の販売が可能

PCスキル、知識が必要ない

安心な決済システム

詳しいPCスキルやHTMLの知識、構築の為のソフトは不要。

ワードが入力出来る程度の知識があれば15分程でページ作成

が可能。 ※右図参照

自動Webマーケティングシステム

Amazon独自の決済システムがお客様からの代金回収を

すべて行い、2週間単位で事業者に支払うサイクル。

事業者様は代金回収のリスクがなく、安心して商品の

販売、発送を行っていただくことが出来る。

ネットショップの運営で必要な「集客」をAmazonが

独自のwebマーケティングシステムで自動で行う。

広告やメールマガジンを利用しなくても商品を出品する

だけでレコメンデーション（お勧め）機能などのシステム

が商品をピックアップし、お客様へ自動的に紹介。



11

費用について ～ご参加いただく事業者様向け～

◆固定費：4,900円／月額 ⇒事前説明会参加事業者・及び北海道内事業者は3カ月間無料
◆登録可能商品数：無制限
◆手数料：例：税込販売価格×販売手数料 +配送料×販売手数料

事業者様の費用負担について（出品サービス）

商品カテゴリー（一般商材） 販売手数料

黒物家電＆カメラ、パソコン・周辺機器、楽器 8%

食品、デザート、お菓子、生鮮食品、海産物、ドリンク、アルコール（※）、健康食品、化粧品、
ヘルス＆ビューティー、おもちゃ＆ホビー、スポーツ＆アウトドア、カー＆バイク用品、 10%

工芸品、雑貨、アパレル、シューズ＆バッグ、時計、ジュエリー、オフィス用品＆文房具、ビデオゲーム、
ソフトウェア、DIY＆工具、ベビー＆マタニティ、ホーム＆キッチン、ペット

15%

コスメ（Amazon.co.jpで指定している一部の高級ブランド化粧品） 20%

商品
カテゴリー

商品サブカテゴリー 対象ブラウズ対ノード（リーフノード）
期間限定販売手数料

率の適応期間
通常の販売手
数料率（%） 期間限定販売手数料率

食品＆飲料 ビール・発泡酒
対象ブラウズノード（リーフノード）：
食品＆飲料＞ビール・発泡酒

2010年11月4日より
2012年3月31日まで

10% 6.5%

（※）以下商品カテゴリー内の一部商品に関してのみ、以下の期間限定の販売手数料率が適用されます。

※新規でAmazon.co.jpで出品される事業者様が対象となります。
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最後に

本プロジェクトでは、札幌テレビ放送（STV）とAmazon.co.jpの連携

によって、道産品や道内事業者様の商品を全国に広めることはもちろんの

こと、道内事業者様の新たな販路拡大、インターネット販売へのチャレン

ジの機会としてご活用いただきたいと考えております。

本プロジェクトを通し、北海道の特産品が今まで以上に全国へと広がる

とともに道内の事業者様がさらなる発展を遂げる一助として、

ご協力を何卒よろしくお願いします。
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本件に関するお問い合わせ先は以下までお願いします。

◆アマゾンジャパン株式会社
アマゾンサービス事業部 地域営業課 根路銘 一亮（ねろめ かずあき）

Tell：03-4288-4811（直通）/8990（地域営業課代表） FAX：03-4288-4415

携帯電話：080-3939-2224 E-Mail：nerome@amazon.co.jp

本資料中の情報は2010年4月時点のものです。
©2000-2010, Amazon.com, Inc. and its affiliates. All rights reserved.

アマゾン、Amazon、Amazon.co.jp、Amazon.co.jpロゴ、フルフィルメントby Amazon、
マーチャント@amazon.co.jp、Amazon出品サービスは、
Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

【複製・無断転載禁止】


