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こちらに記載されている内容以外でご不明な点がございましたら、 

お手数ですが「お問合せフォーム」からお問合せください。 

JAPAN LINKAGE 事業 

【新しく出展の企業向け】Alibaba.com 出展支援プログラム 

よくあるご質問 
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●Alibaba.com 関連 

Q1 なぜ Alibaba.com のプラットフォームか 

 

Q2 Alibaba の通常プランと何が違うか 

 

Q3 Alibaba.com に登録しているバイヤーは中国バイヤーばかりか 

 

Q4 特定の国・地域のバイヤーからの引き合いを受けないよう設定できるか 

 

Q5 商談が成立した場合、手数料等はかかるか 

 

Alibaba.com には 200 以上の国・地域のバイヤーが登録していますので、中国

のみならず世界各国のバイヤーと商談の可能性があります。 

本事業の出展料金（出展及びプロモーションに係る料金）以外に売上手数料はか

かりません。 

世界最大の BtoB オンラインサイトとして、世界各国からバイヤーが参加してお

り、そのスケールメリットから、輸出を検討する日本企業にとって日本にいなが

ら効率的な海外販路拡大を目指すことが可能であるためです。 

特定の国・地域からの引き合いを受け付けないようにする設定はありませんが、

Alibaba.com の自社製品ページ上に製品情報の一環として対応可能国・地域を記

載いただくことは可能です。 

一方で、自社製品がどのような国・地域からニーズがあるのかを把握する機会に

もなりますので、その場合は製品ページに記載せず、バイヤーからの引き合いに

対し都度ご対応いただく方法もございます。 

本プログラムはアリババ株式会社の規定プラン＋ジェトロで行う特別プロモーシ

ョンになります。詳しい内容は募集要項をご確認ください。 
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Q6 Alibaba.com に掲載できない商品はあるか 

 

Q7 Alibaba.com に掲載するために証明書等を提出する必要はあるか 

 

Q8 通訳・翻訳サービスは含まれているか 

 

Q9 バイヤーとの商談は日本語でできるか 

 

アリババ株式会社の規約によって制限または禁止されている商品カテゴリーがあ

ります。 

詳しくは、「製品掲載ポリシー」をご確認ください。 

※現在、新型コロナウイルスの全世界的な拡大の中で、品質の低い医療品などの

販売抑制するため、感染予防商品（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）が掲載禁止となっておりま

す。 

※根拠のない医学的主張または新型コロナウイルスに関連する主張を行う製品（殺

菌カード、ワクチン接種証明書、新型コロナウイルス関連検査キット、その他新型

コロナウイルスとの関係を示唆する製品を含みますがこれらに限定されません）。 

本プログラムには通訳・翻訳サービスは含まれておりません。 

Alibaba.com 掲載ページ作成用の原稿は英語でご提出いただきます。 

また、Alibaba.com 内でのバイヤーとのメールやチャットのやり取りには、英語

で回答していただきます。 

なお、翻訳アプリを使用しても問題ございません。 

以下の製品では、掲載前に証明書を申請し、掲載に対する許可を得る必要があり

ます。 

詳しくは、「製品掲載の流れ」をご確認ください。 

・ブランド製品（新品・中古） 

・食品・飲料・農作物 

・健康食品、サプリメント 

・ベビーフード、粉ミルク 

・高度医療機器 

※実施期間中に、Alibaba.com の製品掲載に関する規則を含む規約が変更になっ

た場合、ジェトロは責任を負いかねますので予めご了承ください。 

バイヤーとの商談は原則英語で行います。 

Alibaba.com はマッチングサイトですので、商談はバイヤーと直接行っていただ

きます。通訳が必要な場合は、ご出展各社様で手配いただく必要がございます。 

http://wp-service.alibaba.co.jp/manual_detail/id=61
https://wp-service.alibaba.co.jp/manual_detail/id=73
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Q10 BtoB の取引のみか 

 

Q11 本プログラムに出展するのに通常はいくらくらいかかるか 

 

●応募について 

Q12 海外の現地法人（日系企業）は申込対象か 

 

Q13 個人事業主は申込対象か 

 

Q14 同製品を出展する前提でメーカーと代理店それぞれが申込することは可能か 

 

Q15 親会社が申込みし、子会社を Alibaba.com へ掲載することは可能か 

 

Q16 BtoC 向けの商品を扱っているが、申込可能か 

 

Q17 海外で製造した商品も掲載可能か（日本産品限定か） 

 

本事業は日本に実体のある企業が対象となっていますので、海外の現地法人によ

るお申し込みは対象外となります。 

中小企業基本法に定める中堅・中小企業の定義に該当する個人事業主であれば、

申込可能です。 

募集要項の対象品目に記載のある消費財は対象となります。 

ただし、Alibaba.com はマッチングサイトですので、バイヤーと商談の上、取引

していただきます。 

募集要項に記載の商品であれば、日本産に限定されず、対象となります。アリバ

バ株式会社が規定する制限／禁止製品は対象外となりますので、ご留意くださ

い。なお、日本国の法律等に基づいて製造もしくは販売されている商品が対象商

品になります。 

※Q6、Q7 参照 

メーカーと代理店双方の合意があれば、申込及び出展が可能です。 

申込企業と Alibaba.com へ掲載する企業は同一である必要があります。アリバ

バ株式会社との契約を行う企業でもありますので、ご留意ください。 

通常の出展料は 1 社あたり約 200 万円ほどです。 

Alibaba.com はバイヤー登録に審査がありません。そのため、個人で店舗や販売

サイト運営している個人バイヤー等も多く登録しています。 
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Q18 採択基準について 

 

Q19 採択・不採択に関するご連絡について 

 

Q20 Alibaba.com に有料出展しているが、一度退会し本事業に申込むことは可

能か 

 

Q21 現在、Alibaba.com に無料で製品を掲載中だが、申込は可能か 

 

Q22 ジェトロ主催の他の事業と並行して本事業への申込は可能か 

 

●申込登録について 

Q23 英語社名がない場合はどのように記載すればよいか 

 

今回の申込内容を踏まえ、総合的な判断のもと、選考を行います。なお、採択／不

採択の理由につきましては、お答えいたしかねますのでご了承ください。 

採択／不採択のご連絡は順次メールにてご案内いたします。 

現在、Alibaba.com に有料出展中の企業様は、本事業にお申込みいただくことは

できません。出展中企業様向けの活用プランをぜひご検討ください。 

過去に有料出展したことがあり、現在は出展していない場合は申込可能です、 

アリババ株式会社による企業実在認証において、貴社英語社名を確認していま

す。登記簿謄本の社名の直訳を入力してください。 

但し、Alibaba.com サイト上では、記号を入力できませんので、記号を除いた英

語社名を入力してください。 

【記号例】ピリオド [．]、カンマ[，]、アンド[＆]、ハイフン[ー]など 

また、ナカグロ[・]は、日本語のフォントのため、Alibaba.com サイト上では使

用できません。 

お申込み可能です。すでに掲載されている会社・製品ページは本出展支援プログ

ラムに沿って新しくページ作成を行います。 

なお、掲載年数には無料出展期間が含まれないため、既にご利用の方も 1 年目と

しての参加となります。 

お申込み可能です。ただし、別事業となりますので、各事業で実施するアンケー

ト等はそれぞれご協力いただくようお願いいたします。 
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Q24 企業実在認証審査に必要な書類はあるか 

 

Q25 ホームページに電話番号を記載してないが、なぜ必要なのか 

 

Q26 英語のホームページがないが申込可能か 

 

Q27 公募サイトから登録した内容を変更したいが、どうすればよいか 

 

Q28 Alibaba に掲載できる製品数は 20 品目までか 

 

●プロモーションについて 

Q29 キーワード広告とはどのようなものか 

 

アリババ株式会社との契約締結後に行う企業実在認証時に、ホームページに記載

の番号へ電話いたします。ホームページへの電話番号の記載が難しい場合は、追

加で書類をご提出いただきます。 

詳しくはアリババ株式会社「電話番号について」をご確認ください。 

Alibaba.com 上でバイヤーが製品検索した際に使用するキーワードに応じて、通

常の検索結果より自社製品を優先的に表示させることができます。 

キーワードを指定して設定できるため、関心のあるバイヤーへ訴求効果を高める

ことができます。 

クリック課金型の広告サービスで、検索結果画面でバイヤーが自社商品をクリッ

クした場合に料金が発生いたします。 

申込完了時にお送りするジェトロ プラットフォームビジネス課のメールアドレス

宛に、変更・修正内容をお送りください。 

Alibaba.com に掲載できる製品数は無制限です。 

本プログラムに含まれる、アリババ株式会社による掲載ページ代行作成が 20 品

目までとなりますので、代行作成を希望する製品数を入力してください。 

採択決定後、製品の素材データ（商品紹介文、画像、動画等）をアリババ株式会

社へご提出いただきます。 

なお、出展開始後は、ご自身で製品追加登録や編集が可能です。 

アリババ株式会社との契約締結後に行う企業実在認証のため、以下書類の提出が

必要となります。 

詳しくはアリババ株式会社「認証審査ついて」をご確認ください。 

日本語のホームページの URL を記載するか、「N/A」、「無し」等、記載して

ください。 

https://wp-service.alibaba.co.jp/manual_detail/id=126
https://wp-service.alibaba.co.jp/manual_detail/id=121
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●その他 

Q30 自治体の補助金は利用できるか 

 

Q31 採択後出展料金支払いまでのフローはどのようになるか 

 

Q32 支援開始後掲載を中止した場合、返金されるか 

 

Q33 出展料の支払先はどこか、支払期日はいつか 

 

Q34 出展料の領収書を発行してもらえるか 

 

Q35 Alibaba.com 掲載用のデータはいつ提出するか 

 

Q36 Alibaba.com 掲載用のデータとはどのようなものか 

 

自治体の補助金につきましては、申請先の自治体又はお近くのジェトロ事務所に

お問合せください。なお、他の国庫補助金との併用はできない場合もあり、必ず

各補助金の担当窓口まで直接ご確認ください。 

原則、出展料のお支払いが完了した後に、掲載用データをご提出いただきます。 

アリババ株式会社による Alibaba.com 掲載ページ作成が完了次第、出展開始とな

ります。 

ジェトロからの採択決定通知の後、アリババ株式会社とクラウドサインを締結頂

きます。その後、アリババ株式会社から請求書が発行され、お支払いの流れとな

ります。 

なお、ジェトロによる採択決定後の出展辞退はお受けできませんので、あらかじ

めご了承ください。 

ジェトロによる採択決定及びアリババとの電子契約（クラウドサイン）締結後に

は、返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 

 

出展料はアリババ株式会社へお支払いいただきます。 

支払期日は募集要項をご確認ください。 

領収書の発行は原則行っておりません。 

大変恐れ入りますが、募集要項に参加費用の情報が記載してございますので、こち

らにて代用ください。 

「●●●」をご確認ください。 

指定のデータがご提出されませんと、ページ作成が進まず、出展開始が遅れてしま

いますので、事前にご確認いただけますと幸いです。 
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Q37 契約満了後、更新できるか 

 

Q38 出展料に PL 保険料は含まれているか 

 

●ジェトロ関連 

Q39 ジェトロからはどんな支援が受けられるか 

本事業を通じた Alibaba.com への出展は各企業のアカウント作成日から 2024 年

3 月 29 日までとなります。その後の延長については、Alibaba.com 正規料金で

の出展となり、ご自身でのお手続きが必要となります。 

ジェトロのサービスは以下をご参照ください。 

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

その他、通年を通して、本事業参加者向けのイベントなども行う予定です。 

 

 

出展料に PL 保険料は含まれておりません。PL 保険料は条件等により金額が分か

れるため、保険会社等へご相談ください。 

商工会議所に加入していますと「中小企業海外 PL 保険制度」をご利用いただけま

す。https://hoken.jcci.or.jp/overseas-pl 

https://www.jetro.go.jp/services/
https://hoken.jcci.or.jp/overseas-pl

