
2023年度「出展支援プログラム」
（新しく出展の企業向け）

募集要項

お申込みはこちら

※締切：5/ 9(火) 18:00

Alibaba.com
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必ずご確認ください

https://www.jetro.go.jp/events/dnb/feaaf66a795f23a5.html


◆ジェトロは、通年型オンライン展示会(BtoBマーケットプレイス）への出展支援「JAPAN 

LINKAGE」を通じて、世界中のバイヤーとの商談機会を提供しています。

◆本事業では、アリババ株式会社と連携し、世界最大級のBtoBオンライン展示会（マッチン

グサイト）である「Alibaba.com」への出展を支援します。

◆通年型オンライン展示会（BtoBマーケットプレイス）を活用した販路拡大にご関心の方を

お持ちの方は、ぜひご参加をご検討ください。
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0.はじめに
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1. Alibaba.comとは
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海外展示会
（数日間）

Alibaba.com
（24時間365日）

費用や手間が多く、商談までに時間がかかる

資料準備 渡航 ブース構築 名刺交換 帰国 商談

かかる費用と時間が少なく、商談に集中できる

ブース構築 商談

1. Alibaba.comとは



2023年度「Alibaba.com出展支援プログラム」概要

主催 日本貿易振興機構（ジェトロ）

事業内容 通年型オンライン展示会「Alibaba.com」への出展及びプロモーション支援

出展形式 オンライン

支援期間
2023年6月1日（木）以降順次 ～ 2024年3月29日（金）
※出展料お支払い完了後、順次出展開始となります。

対象者
申し込み時点で「Alibaba.com」に未出展かつアリババ株式会社と電子契約（クラウドサイン）締結前の日本国
内に所在する中小・中堅企業
※P7「出展要件」も必ずご確認ください。

対象品目

機械・工業用品、自動車・バイク（部品含む）、日用品・文具、調理器具・食器、建材、ヘルスケア関連、ベ
ビー・マタニティ関連、コスメ・美容関連、ホビー（アウトドア・スポーツ、ゲーム・玩具等）、食品・飲料
（お茶等、輸出実績のある日本食食材）

※Alibaba.com指定の出展禁止製品（薬物、武器、医薬品、ポルノ関連、タバコ（電子タバコ含む）、ギャン
ブル製品、コロナ関連商材*等）は出展できません。

*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。

出展料 500,000円(税込)

支払期日 5月23日（火） (厳守)

定員 100社

展示代行品目数 20製品

対象地域 世界各国・地域
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2. プログラム概要

https://www.alibaba.com/


１. Alibaba.comの出展支援

・企業・製品ページの作成代行（20製品まで）

・企業・製品ページ運用マニュアルの提供

・アリババ社による運用面でのサポート

・検索キーワード広告*の付与(5000ドル分)

・運用分析レポートの提供

3．貿易相談サポート
・各国の規制や輸出におけるフロー等、貿易実務のご相談に対し、ジェトロが情報提供の面でご支援します。
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3. プログラム内容

2．日本企業向け特別プロモーション
・ジェトロがAlibaba.com上に日本企業を特集した特設ページ（JapanPavilion)を設置します。

* Alibaba.comの検索結果一覧画面にて出展者
の製品が他の製品の掲載情報に優先して表示
されるクリック課金型の広告サービス



4. 出展要件
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 本事業申し込み時点で「Alibaba.com」に未出展*1かつアリババ株式会社と電子契約（クラウドサイン）締結前の日本国内に所在する中小・
中堅企業であり、日本国内の法令に基いた商品であること。

 Alibaba.comの製品掲載ルールを含む規則・規約で定められている事項*2、本「募集要項」および「出展要綱」で定める事項に同意できること。

 本プログラムを通して掲載する製品について、日本国の法律で規定される資格あるいは認可に基づき、製造あるいは販売していること。 また、P5「概要」
記載の対象品目に該当し、かつ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。掲載する製品に他社が知的財産権を保有する商品が含ま
れる場合は、同製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。

 本プログラムがジェトロの支援プログラムであることを認識し、本プログラム活用の具体的なプランおよび目標を有していること。

 本プログラムの実施に必要な人員・組織体制が整っていること。窓口となる担当者を1名以上配置し、ジェトロからの連絡があった際に対応できること。

 本プログラムの出展・実施に必要な企業・製品・その他情報を、ジェトロ及びアリババ株式会社の求めに応じて提供できること。また、アリババ株式会社が
出展審査の一部を委託する指定の第三者機関に企業情報を提供することに同意できること。

 ジェトロが成果把握のために実施する案件報告書*3の提出に協力できること。本プログラムの概要、進捗および成果*4の対外公表に同意できること。
また、ジェトロからアリババ株式会社への提供に同意できること。

 アリババ株式会社が出展各社へ提供する月次レポートのアリババ株式会社からジェトロへの提供に同意できること。

*1 ただし、過去にジェトロのAlibaba.com出展支援プログラムに出展実績のある企業は除きます。

*2 本プログラム実施期間中に、「Alibaba.com」の製品掲載ルールを含む一切の規則・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。

*3 成約状況（バイヤー名、成約金額）、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。

*4 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す。

https://www.jetro.go.jp/newsletter/dnb/2023/JL/AL/shinki_youko_2303.pdf


5. 審査項目
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• 本プログラムを適切に実施頂くために、申込情報に基づき、ジェトロとアリババ株式会社が以下の項目に沿って審査します。

• 審査結果に関するお問合せには一切お答えしかねますので、ご了承ください。

◆活用プランおよび目標等が具体的かつ明確で、輸出に取り組む意欲を十分に有していると判断できるか。

◆英語を使用した運用が可能な担当者や、Alibaba.comページ管理を行う担当者の配置等、実施・運営
体制が整備されていると判断できるか。

◆過去にジェトロまたはアリババ株式会社の事業において、必要書類の未提出や料金滞納等のトラブルがな
いと判断できるか。

※応募企業の出展品目が特定の分野に集中した場合、事業全体のバランスを考慮し調整を行う場合があります。



6. 出展料金・キャンセルポリシー

※中小・中堅企業の定義
中小・中堅企業料金は、以下に定める日本国内の中小・中堅企業に適用します。

・中小企業
「中小企業基本法」の定義に基づきます。右表のうち、資本金基準・従業員数基準の
いずれかを充たす法人を中小企業とします。
中小企業料金にてお申込みいただけるのは、同法に定める日本国内の中小企業*に限ります。
詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

・中堅企業
中小企業者以外で、直近の決算年度の売上高が1,000億円未満若しくは、常用雇用者
1,000人未満の者及びそれらの者で構成されるグループ（構成員のうち、中堅企業者が3
分の2以上を占め、中堅企業の利益となる事業を営む者）を指します。

（注）* 法人格のない個人事業者は含まれません。
** 「常時雇用する従業員の数」には、事業主、役員、臨時従業員は含みません。 9

出展料 お支払期日

500,000円 5月23日（火）

• 出展料金は税込金額となります。

• キャンセルポリシーについて、「出展要綱」記載の内容を必ずご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


7. ご利用いただける割引①
ジェトロ・メンバーズ

• 対象
ジェトロ・メンバーズ会員

• 内容
会員特別特典として出展料金の最大10％を割引します。
※ただし、会員1口につき年会費¥70,000(消費税除く)を年間割引額の上限とします。

• お申込み方法
詳細はこちらをご参照ください。
※既に会員の方は改めてのお申込みは不要です。

• お申込み締切
※上記締切後にジェトロ・メンバーズへお申込みされた場合は、割引の対象外となりますのでご注意ください。

※割引の適用を希望される場合は、必ずジェトロ・メンバーズにお申し込み後に本プログラムにお申し込みください。
本プログラムお申込み後の、割引申請はできません。

• お問い合わせ
メンバー・サービスデスク（会員サービス班）
フリーダイヤル：0120-124-344（平日 9:00～12:00, 13:00～17:00）
通常ダイヤル：03-3582-5176 Fax：03-3582-4572
E-mail：jmember@jetro.go.jp

※ジェトロ・メンバーズに関するお問い合わせのみ可能です。プログラムの内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。
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https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
mailto:jmember@jetro.go.jp


8. ご利用いただける割引②
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東京都の「金融機関・専門機関と連携した『海外展開支援』」

• 対象
展示会に単独出展し、東京都内に事業所を有する中小企業
※ジェトロ・メンバーズ割引と併用不可

• 内容
東京都は、東京都中小企業制度融資のメニューとして「海外展開支援」を設けています。
「海外展開支援」の融資申込予定者が、その融資を実行予定である金融機関を経由してジェトロへ支援を申込む場合、
東京都との連携により、本事業においては1社につき最大50万円までの支援を利用できます。
※ご利用限度は、支援経費累計が1社につき50万円(税抜)となるまでになります。

• お申込み方法
詳細はこちらをご参照ください。

• お申込み締切
※上記締切後に「海外展開支援」へお申込みされた場合は、割引の対象外となりますのでご注意ください。
※割引の適用を希望される場合は、必ず「海外展開支援」にお申し込みいただいた後に本プログラムにお申し込みください。
本プログラムお申込み後の、申請はできません。

• 本制度のお問い合わせ先
ジェトロ東京貿易情報センター
TEL： 03-3582-4953 E-mail： knt-tokyo@jetro.go.jp

※本制度に関するお問い合わせのみ可能です。プログラムの内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/
mailto:knt-tokyo@jetro.go.jp
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STEP 1

STEP 2

「申し込みフォーム」の提出「登記簿謄本」の提出**
• こちらから「企業情報」をご登録ください。ジェトロの事業にはじめて申込される方は、「お客様情報登録」（無料）が必要です。

STEP 3

「審査結果通知」

9. 申込～出展までのステップ

STEP 4

「素材」(企業・製品情報)の提出
• STEP2にて採択となった場合に、アリババ株式会社にご提出いただきます。

「Alibaba.com製品掲載ルール*」「募集要項」「出展要綱」の確

認
STEP 0

「契約締結（クラウドサイン）」「出展料支払」
• STEP2にて採択となった場合に、アリババ株式会社よりご契約及び出展料支払に関してご案内します。

請求書受領後、指定の期日までに出展料を必ずお支払いください。
• アリババ株式会社による企業実在確認審査(通称 BV認証) の完了後、2023年6月1日より順次出展開始となります。

出展期間は2024年3月29日までです。

（注）* 本プログラム実施中に、アリババ株式会社が規定する「Alibaba.com」の規約等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
** お申込み時の企業・製品情報は、審査等のためアリババ株式会社に共有します。

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0062525W
https://www.jetro.go.jp/newsletter/dnb/2023/JL/AL/shinki_youko_2303.pdf


10. 申込～出展までのスケジュール
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• 締切以前に募集枠に達した場合は、締切を待たずに募集を終了します。
• 審査結果は、お申込み時にご登録いただいたメールアドレス宛にメールでご連絡します。
• 出展料のお支払いが完了した後に、出展が開始となります。

募集締切 入金締切

申込み 審査結果通知 素材提出 出展料支払 出展開始

5/9(火)
18:00

申込受領後、
随時

6/1(木)以降順次～
3/29（金）

随時
5/23(火)

18:00



お問い合わせフォーム

お問い合わせ

※よくあるご質問をご参照の上、

ご不明な点がございましたらお問合せフォームよりご連絡ください。

メールまたは電話にて、順次回答させていただきます。

ジェトロ デジタルマーケティング部
プラットフォームビジネス課
（池永、森、上口、岡島、大澤）

よくあるご質問
※お問い合わせ前にご覧ください。
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https://www.jetro.go.jp/form5/pub/dnb/albb23_inq
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/dnb/2023/JL/AL/newFAQ0220.pdf

