
九州・ベトナム経済交流ミッション2023  別紙③
⾷の商談会  参加者各位

（和名）

（英名）

郵便番号

ご住所

⻄暦 万円

お役職 万円

お名前 万円

名

※海外実績の概要（進出先国、商品、取引先、販売先などの情報）をご⼊⼒ください。

※本相談会の位置づけ（求める成果など）や今後の海外展開のご予定について、差⽀えのない範囲でご⼊⼒ください。

◆確認事項

）

所属部署

お役職

お名前

TEL

FAX

E-Mail

TEL

URL

資本⾦

本社住所

相談したい事項な
らびに特記事項

連絡先ご担当窓⼝

事業概要

ベトナムへの
希望進出形態

今後の海外展開の
ご予定とその概要

海外実績

業種

従業員数

従業員数

代表的な商品など

国内年間売上

海外年間売上

※半⾓、ハイフンなし

****/**/**

〜商談会エントリーシート 〜

FAX ※半⾓、ハイフンなし

設⽴⽇

代表者

※半⾓、ハイフンなし

会社名

（ご⼊⼒にあたって）
・本シートは有益な商談を⾏うにあたっての重要な資料となります。可能な範囲での情報提供をお願いします。
・チェックボックス欄は、該当項⽬にチェック(レ点)を⼊れてください。
・ご記載頂きました情報は、商談会開催に係る事前調整及び運営のみに活用し、商談会に関係する者以外には開示いたしません。
・なお、本資料は他の資料と個人情報の取扱い範囲が異なりますが、本資料のご提出をもって、本資料にご記載の個人情報については
上記の個人情報取扱いに同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。

・12⽉28⽇(⽔)迄に本エクセルシートのデータ（「商談会エントリーシート」「商品情報シート」）を下記送付先宛ご送付願います。

本社以外の場合は⽀店名ご担当者

※半⾓、ハイフンなし

※半⾓、ハイフンなし

（

あり

なし

過去に海外進出経験があるが、現在はやめているなし

あり

送付先︓（⼀社）九州経済連合会 国際部 ⽥邊 宛

FAX:092-724-2102 eメール︓se_tanabe@kyukeiren.or.jp

輸出、代理店契約 進出（販売店） 進出（製造拠点） 生産委託（OEM生産など）

その他



■商品写真(Product photo)

■ 商品の特性と貿易取引条件 (Characteristics of goods and trade conditions)

商品名 (Product name)

生産者 (Manufacturer)

縦(W-cm) 横(L-cm) 高さ(H-cm）
内容量

(contents)

最低発注数量
(Minimum Order

Quantity)

材 質
(Package
material)

入数 (Qty)

縦(W-cm) 横(L-cm) 高さ(H-cm）
重量（Wt-

Kgs）

商品情報(Product Information)

商品の中身の写真 Photos of the product (contents) （商品のパッケージ・表示写真）Photos of product packaging and display

商品のPR（２０～３０文字程度）  Product PR (approx. 20～30 characters)

外装ケース
(Outer case)

発注リードタイム(Order
lead time)

消 費   期    限
(Expiry period)

パッケージ
(Package)

サイズ/重量
(Size/Wt)

特記事項 認証・認定機
関の許認可（商品・工場
等）Remarks.   Licenses

and Approvals of
Certification and

Accreditation Bodies
(Products, Factories,

etc.)

サイズ/重量
(Size/Wt)

保存温度帯
(Preservation

Temperature Zone)

参考価格
(Estimated
price per
package)

参考価格
(Estimated
price per
carton)

原材料及び添加物  (Raw materials and
additives)

原産地 (Country of
Origin)

栄養成分 (Nutritional Information)
成分量（××当たり・〇〇カロ

リー） Amount of ingredients (〇
〇calories per ××)

アレルギー表示（特定原材料）
(Allergy indication (specified raw

materials))

利用シーン（利用方法・おすすめレシピ等）
(Usage Scenarios(How to use, recommended recipes,

etc.))

バリエーション情報（量・サイズ・味等）
(Variation information (quantity, size, taste,

etc.))

××

FCA CPT
常温(Dry) 冷蔵(Chilled) 冷凍(Frozen)

FCA CPT

××

Other( ) Other(              )

FCA CPT FCA CPT



■商品写真(Product photo)

■ 商品の特性と貿易取引条件 (Characteristics of goods and trade conditions)

商品名 (Product name)

生産者 (Manufacturer)

縦(W-cm) 横(L-cm) 高さ(H-cm）
内容量

(contents)

14.00 14.00 48.00 1800ml

最低発注数量
(Minimum Order

Quantity)

材 質
(Package
material)

入数 (Qty) 6

縦(W-cm) 横(L-cm) 高さ(H-cm）
重量（Wt-

Kgs）

42.0 28.0 48.0 19.0

〇〇〇

商品情報(Product Information)

商品の中身の写真 Photos of the product (contents) （商品のパッケージ・表示写真）Photos of product packaging and display

商品のPR（２０～３０文字程度）  Product PR (approx. 20～30 characters)

2,000本 外装ケース
(Outer case)

段ボール

発注リードタイム(Order
lead time) １．５か⽉

〇〇酒造
消 費   期    限

(Expiry period) １年間
パッケージ
(Package)

サイズ/重量
(Size/Wt)

特記事項 認証・認定機
関の許認可（商品・工場
等）Remarks.   Licenses

and Approvals of
Certification and

Accreditation Bodies
(Products, Factories,

etc.)

サイズ/重量
(Size/Wt)

保存温度帯
(Preservation

Temperature Zone)

参考価格
(Estimated
price per
package)

参考価格
(Estimated
price per
carton)JPY 1,000 JPY 6,000

原材料及び添加物  (Raw materials and
additives)

原産地 (Country of
Origin)

栄養成分 (Nutritional Information)
成分量（××当り・〇〇カロリー）
Amount of ingredients (〇〇

calories per ××)

⽶ ⽇本

⽶麹 ⽇本

醸造アルコール ⽇本

アレルギー表示（特定原材料）
(Allergy indication (specified raw

materials))

利用シーン（利用方法・おすすめレシピ等）
(Usage Scenarios(How to use, recommended recipes,

etc.))

バリエーション情報（量・サイズ・味等）
(Variation information (quantity, size, taste,

etc.))

無し ⾟⼝の味。お刺⾝などの⽇本料理と合います。 令和X年酒造年度全国新酒鑑評会 ⼊賞

××

FCA CPT
常温(Dry) 冷蔵(Chilled) 冷凍(Frozen)

FCA CPT

××

Other( 国内販売価格) Other(国内販売価格

商品（中身）

の写真

商品（外装）

の写真

開封後は要冷蔵となります。

記載例




