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実施要項 

 

１．名  称  商工会こだわりの逸品フェア ONLINE 

 

２．目  的  本事業は、県内商工会地域の事業者が開発した「とっておきの逸品」や

全国展開プロジェクト等で開発した特産品等及び県内各地域の特産品等

を一堂に取り揃え、ONLINE 物産展として EC サイトで販売を行い、全国

の消費者に広く県内商工会地区の特産品の魅力を紹介し、販路拡大に繋

げることを目的とする。 

 

３．実施主体  主催 鹿児島県商工会連合会 

共催 県内各地区広域指導協議会・県内各商工会  

        協賛 ＪＡグループ鹿児島 

 

４．事業内容  本事業の目的を達成するため，以下の事業を行う。 

（１）特産品等の展示・販売 

①特産品開発事業の成果品等の普及及びＰＲ  

②特産品及び地場産業製品の ONLINE上での展示販売 

（２）広報宣伝活動 

   物産展へのアクセス促進を図るため，マスコミ媒体・インターネットＳＮＳ等を活

用した広報宣伝活動の実施 

（３）販路開拓支援 

   フェアサイトの周知によりバイヤーアクセスの推進、個別商談の支援 

 

５．開催内容・期間 

鹿児島全土の「商工会こだわりの逸品フェア ONLINE」  

令和３年１１月２６日(金）～１２月１９日(日） ※予定  

 

６．開催場所  ONLINE上「商工会こだわりの逸品フェア ONLINE」※ＥＣサイト 

 

７．実施方法（具体的な進め方） 

（１）県連事務局内に実行委員会（企画・広報担当）を設置する。 

（２）各地区責任者を中心とした地区ごとのプロジェクトチームを立ち上げ、責任者・副

責任者を選任し，出展事業者募集・企画運営をそれぞれの地区ごとで担当する。 

   出展事業者申込エクセルシートに必要事項記入のうえメールにて申し込みを行う 

各出展事業者・各地区のＰＲ動画をアップする（希望事業所のみ）。 

（３）出展事業者向けに、実行委員会が県の協力を受け、食品表示や食の安全安心・販売

力向上等に関する研修会を地区ごとに実施する。 

（４）実行委員会及び各ＰＴの企画や出展内容に応じ、広告先や媒体の選択を行い、それ

ぞれのフェアの広報宣伝を行う。 

（５）ネット販売等の専門家を招聘し、販売商品のブラッシュアップや販売手法について

指導支援を行う。 



 

 

（６）県内県外の流通バイヤーへ開催案内を行い、個別商談を促進し販路開拓等の支援を

推進する 

 

８．実施体制図 

                                               

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

９．募集事業者・日程について 【霧島市商工会】 

（１）募集数 ８事業者（県内 150店を想定） 

（２）出展事業者申込エクセルシートに必要事項記入のうえメールにて申し込み 

（３）期日  １０月８日（金）必着 

 

 【講習会】（予定） 

①日時  ：令和３年１０月 ８日（金）１３時３０分～ 

 場所  ：串良ふれあいセンター 

地区  ：曽於・肝属地域 

 

②日時  ：令和３年１０月１３日（水）１３時３０分～  

 場所  ：かごしま県民交流センター 

 地区  ：鹿児島日置・北薩・南薩・姶良霧島・伊佐湧水地域・熊毛、大島地域 

 

③日時  ：令和３年１０月２５日（月）１３時３０分～ 

 場所  ：ONLINE講習会 

 地区  ：全地域 

 

１０．出展関係手数料について  

（１）出展料は、１事業者 15,000円～20,000円（出展者数により変動、商工会負担） 

展示会等開催出展費での支出可能。 

（２）配送料、振込手数料、決済手数料（５％）等は、出展事業者負担ですので、販売 

価格に上乗せした価格設定をお願いします。 

 

 



 

 

１１．その他  この要綱に記載のない事項については、実行委員会と各地区委員会でそ

の都度協議検討し決定する。 

 

                全体スケジュール 

１０月上旬   出展者募集開始 出展者情報、出品商品情報をエクセルに入力して提出 

１１月中旬    商工会こだわりの逸品フェア ONLINEサイトのアップ 

１１月２６日～ 鹿児島全土の「商工会こだわりの逸品フェア ONLINE」開催開始 

 

出展諸注意事項 

■出展申込について 

出展者の条件について 

(1)商工会員であること 

(2)発注依頼から、3営業日以内に商品の梱包と発送ができること 

(3)メールや電話でのお問い合わせ対応が可能なこと 

(4)配送先情報等の個人情報の取り扱いを厳重に行えること 

(5)ホームページ・ＳＮＳ他自社による情報発信を行えること 

 

商品数について 

  １事業所あたり３～５商品を※５商品以上の出展の場合は別途ご相談ください。 

 

商品の仕様について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品掲載に必要な情報・素材  

⑴ 商品情報 

          〇食品の場合 

商品ジャンル 酒類以外はすべて 

温度帯 常温、冷蔵、冷凍 

産地・加工 鹿児島県産であること 

在庫 在庫切れが起きにくい商品。 

また在庫切れが起きた場合でも速やかに製造ができる商品 

消費期限 食品の場合、消費期限が 7 日以上あるもの 

配送料 九州配送料込価格 （九州配送料は各事業者負担） 

商品情報 

商品名（必須）  

商品価格（税込）（必須）  

逸品フェア限定価格（税込）  

商品画像※ 1.商品イメージ画像 2.商品現物開封画像 

3.シズル画像 4.商品パッケージ画像 

キャッチコピー  
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食品以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※商品画像に関しては申込受付等の際、各支所担当より確認致します。 

    基本的に県連へ事前に商品を送付し撮影して頂く予定です（返品はいたしません）。 

        ※工芸品等に関しては返品致します。 

 

⑵ 出展者情報 

商品紹介文（必須） こだわりや特長などを 200 文字〜400 文字程度で 

使用方法・食べ方（必須） 100 文字程度 

内容量（必須） 1 個あたりの入数や重量、セット数など 

内容量は何人前？  

消費期限（必須） ◯◯日以内 

保管方法  

アレルギー情報（必須）  

温度帯（必須） 常温・冷蔵・冷凍 

配送方法（必須）  

配送サイズ（必須）  

その他情報  

商品情報 

商品名（必須）  

商品価格（税込）（必須）  

逸品フェア限定価格（税込）  

商品画像※ 1.商品イメージ画像 2.商品現物開封画像 

3.特徴画像（こだわり）4.商品パッケージ画像 

キャッチコピー  

商品紹介文（必須） こだわりや特長などを 200 文字〜400 文字程度で 

商品の使用方法 100 文字程度 

商品規格（寸法・センチ） 縦  cm×横  cm× 高  cm 

商品重量（g、kg）  

配送方法（必須）  

配送サイズ（必須）  

その他情報  

出品者情報 

所属の商工会  

企業名（必須）  

郵便番号（必須）  

住所（必須）  

電話窓口（必須）  

営業時間  

定休日  

代表メール（必須）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※詳細は「別紙２_○○事業所_出品申込シート」をご確認ください。 

 

■価格設定について 

 〇掲載価格＝商品単価＋配送料（九州発送の料金※）＋決済手数料（５％）＋振込手数料 

 ※九州地区以外への発送の場合、送料の差額を上乗せして購入者にお支払いいただきます。 

 ※詳細は別紙「配送料一覧」参照 

 

逸品フェア限定「セット商品」  

送料込み価格の場合、単品商品の掲載よりもセット商品の掲載が望ましい。セット商品は商品

単価の向上が見込める一方、お客様の購入時の負担が増加します。 

〇セット商品作りのポイント   

・キリのよい価格で設定する 

2,000円、3,000円、5,000円、7,000円といったキリのよい価格帯のほうが売れやすい。 

・顧客予算を想定する 

カテゴリ 商品例 価格帯 

米、穀類 精米、玄米、小麦粉、雑炊

等 

3,000 円〜10,000 円 

スイーツ 洋菓子、和菓子 3,000 円〜5,000 円 

水・ドリンク ミネラルウォーター、お茶

など 

3,000 円〜5,000 円 

麺類・パン類 ラーメン、うどん、パスタ、

ベーグル、食パン、クロワ

ッサン等 

3,000 円〜5,000 円 

化粧雑貨 入浴剤、石鹸 消耗品 3,000 円 

グッズ類 3,000〜30,000 円 

スキンケア用品 基礎化粧品等 3,000 円〜10,000 円 

健康食品 ドリンク剤、サプリメント

等 

3,000 円〜10,000 円 

 

・逸品フェア限定価格を設定する 

＜ホームページ掲載例＞ 

逸品フェア限定価格 
3,000 円（税込） 

定価 3,200 円（税込） 

※割引率は負担のない範囲で。比較したときに少しでもお得に見える表示が重要 

ホームページアドレス  

SNS リンク ブログ、Facebook ページ、Instagram など 

担当者名  

担当者写真 担当者が商品を持っているイメージ 

社員さん集合写真など 

担当者から一言 PR ビデオメッセージ可 



 

 

 

 ・消費・保管しやすい内容量 

  消費期限内に消費できる量 

  注文者の世帯人数にあった量 

   （単身、二人世帯、四人世帯が一般的） 

  冷蔵・冷凍商品は、冷蔵庫にスペースを大きく取らない 

 

 ・配送サイズ・配送料金を考慮した内容量 

 

     配送サイズと配送料金の目安 

① ネコポス（※全国一律料金） 

配送方法 配送料金 

ネコポス 上限 1 個あたり 385 円 

大きさ縦 23 ㎝以上 31.2 ㎝以内 

   横 11.5 ㎝以上 22.8 ㎝以内 

厚さ 2.5 ㎝以内、重さ 1 ㎏以内 

 

② 宅急便コンパクト場合（梱包厚 3センチ以上、かつ少量の場合） 

配送方法 配送料金 

宅急便コンパクト 

薄型 24.8×34 ㎝ 

450 円+専用 BOX70 円 

※地域別に購入者差額負担 

宅急便コンパクト専

用 BOX20×25×5 ㎝ 

450 円+専用 BOX70 円 

※地域別に購入者差額負担 

※別紙「配送料一覧」参照 

 

③ 梱包厚 5センチ以上、かつ量が多い場合 

配送方法 配送料金 

クロネコヤマト 

 

サイズ別地域別・重量別 

九州内への配送料 

60 サイズ 473 円、80 サイズ 583 円、 

100 サイズ 715 円、120 サイズ 825 円 

※地域別に購入者差額負担 

※別紙「配送料一覧」参照 

 

   ※県連とヤマト運輸との一括契約により、「九州の配送料（サイズ別）」を、売上代金 

より差し引きます。 

 


