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バックナンバーはこちら（中小機構四国WEBサイト内）
→http://www.smrj.go.jp/shikoku/area/089673.html

【今月号の目次】
（１）【連載企画】・・・・・ P.２
Eコマース・ワンポイント情報〜４回目〜
海外で「何が売れているか？」がひと目でわかる驚きの手法をご紹介！
（２）【施策情報】 ・・・・・P.１・３・４
◆非食品のWEBマッチングサイトRin Crossingの登録事業者募集中（12/15・1次締切）
◆パリのショールーム「maison wa（メゾン・ワ）」展示商品を募集します（1/20締切）
◆小規模事業者持続化補助金の公募を行っています（1/27締切）
◆ものづくり補助金の公募を開始（1/17締切）

非食品のWEBマッチングサイト「Rin Crossing」の登録事業者募集中（12/15・1次締切）
対象がファブレス企業にも拡大されました
中小機構が運営する非食品のBtoBマッチングサイト「Rin Crossing（リン・クロッシング）」では、参加メーカーを募集中で
す。登録事業者は、WEBサイト掲載（無料）による国内外のバイヤーとの情報交換、各種展示会への共同での無料出展、
バイヤーやクリエイターとの商品開発などのメリットが得られます。今回から一定の条件を満たすファブレス企業も登録
できるようになりました。詳細は応募要項をご覧ください。
【対象商材】地域資源を活用し、地域資源の価値向上に貢献する商品等（非食品）
【対象企業】非食品の地域資源商品等を有する中小企業者
※ファブレス企業の場合、企画機能を有しており、かつ、地域資源を活用した企業（中小企業）に製造を委託している必要があります。

【１次締切】平成28年12月15日（木）
【２次締切】平成29年３月15日（水）
【登録メリット】
・Rin crossingの公式サイトを起点とし、国内・海外の登録バイヤーと商談等ができます。また、展示・商談会（年4回程度
開催）では、事前の商談アレンジを通して、質の高い商談が期待できます（1次締切で参加登録が決定した事業者に
ついては、ギフトショー春2017会場にて開催する、Rin crossing登録バイヤー限定のお披露目・商談会にご参加
いただきます（希望制））。
・登録バイヤーである大手流通やECサイトが実施する催事販売等で、実売の機会が得られます。
また、中小機構専門家によるアドバイスや販売情報（商品評価）のフィードバックが受けられます。
・バイヤーを意識して編集した企業レポートやバイヤーインタビューなどを通して、商品を魅力的に伝えるための見せ方
などについてヒントが得られます。
【問合せ先】
中小機構・販路支援部
TEL：03-5470-1609
E-mail：rincrossing@smrj.go.jp
Facebook： http://www.facebook.com/Rincrossing
【公募情報ページ】
http://rincrossing.smrj.go.jp/members_support/index.php

さんぽう通信28年11月15日号

１

中小機構四国本部

さんぽう通信

連載企画

中小企業施策

Eコマース・ワンポイント情報〜４回目〜
最近話題の越境EC（インターネット海外販売）
海外で「何が売れているか？」がひと目でわかる驚きの手法をご紹介！
お世話になります。中小機構四国本部のチーフアドバイザーの多田優之です。
今回のワンポイント情報は、何かと話題の「越境EC」の活用がテーマです。
既に海外向けにネットショップを展開されている
事業者も多いかと思いますが、今回は越境EC入門編
としまして、海外でどのような商品が売れているかを調査
する方法をお伝えします。
今回活用するのは、1995年にアメリカでスタートし、
今や世界最多の利用者数を誇るインターネット
オークションサイト「eBay(イーベイ)」（画像①参照）です。
世界約190の国と地域でサービスを展開しており、
2015年の取扱高は820億米ドル（約8.7兆円）に
達しています。そんなeBayの“とあるサービス”を使って、
現在日本の商品で“売れているものや価格”がひと目で
わかる方法があるんです。

画像① eBayサイトのトップページ http://www.ebay.com/

まず、インターネット検索で「eBay.com」と入力し、
eBayサイトにアクセスします。日本のeBayジャパン
（https://www.ebay.co.jp/）という情報発信サイトも
ありますが、このサイトでは検索や購入ができない
ので、英語版（アメリカ）のサイトを利用します。
画像② Google翻訳による翻訳結果
今回は例として、「檜（ひのき）のまな板」が海外で売れている
か調査します。まず、検索キーワードを決めるために、グーグル翻訳
（https://translate.google.co.jp/）あるいは辞書を用いて、英訳を調べます（画像②参照）。そのうえ
で、検索窓（画像③の赤囲み部分）に英単語を入力します。

画像③ 出典：eBay http://www.ebay.com/ より

検索結果が表示されますので、そのあと「Sold listings」（落札実績：画像④の赤囲み部分）を
選 択（ クリック ）します と 、さ ら に細か い検 索結果 が表 示されます 。表示 された データが 、
eBay.com（アメリカ）で直近90日間において“売れた商品”の履歴です。スマートフォンや
タブレット端末にeBayのアプリをインストールすることによっても、同じように調査は可能ですが、操
作がしづらいため、調査はパソコンで行うことをお勧めします。
いかがでしょうか？ 越境ECは海外販路開拓の手段として、今後いっそう広がっていく見込み
です。今はまだ商品を売るつもりがなくても、今のうちから「何が売れているか？」など、海外の市
場動向を調べておくことをオススメいたします。
画像④：検索結果の画面

※越境ECは対象国の法律を遵守する必要がある点にご注意ください。また、三法の認定事業計画期間中の事
業者の皆様は、お気軽に担当専門家あるいは中小機構四国本部までお問い合わせください。

中小機構 四国 チーフアドバイザー
多田 優之
●大手家電量販店などでの20年の勤務経験をもとに、ITを用いた実務的なEC販売・実店舗集客を自ら実践。現在はITを
はじめ各種講師や専門家として活躍。現職：京都府商工会連合会 臨時職員（販路開拓等）、京都製菓技術専門学校等
非常勤講師（マーケティング等）、１１府県産業振興・支援機関 登録専門家（ＩＴ活用、販路開拓、越境ＥＣ）
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パリのショールーム「maison wa（メゾン・ワ）」展示商品を募集します（1/20締切）
四国経済産業局では、全国の経済産業局等と連携し、パリのショールーム「maison wa（メゾン・ワ）」（※）におい
て、四国地域のクールジャパン商品を常設展示し、テストマーケティングを支援する取組みを実施します。平成28
年12月1日から出展商品を募集します。
（※）日本の伝統工芸品をフランスで展示・販売する日系企業「SAS ENIS（サス・エニス）」が運営するショールームであり、日本の商品を発
見してもらうことを目的としたスペースとして昨年オープン。場所がパリ１区にあり、日本人街サンタンヌ通りからほど近いことから、日本に関心
を寄せるフランス人等が数多く来店する（住所： 8 bis, rue Villedo, 75001 Paris）。なお、サス・エニス社は、日本各地の優れた地域産品を
プロモーションし、フランスでの販売や卸へつなげる事業を実施し、日本各地で育まれた多様な文化の発信や地域のブランディングを推進し
ている。昨年12月には日本文化の海外展開を支援する官民ファンドのクールジャパン機構から約１億円の出資を受けた。

事業参加費

事業概要
Challenge Local Cool Japan in パリ
全国各地のクールジャパン商品（食品・加工食品を除く）
（地域性及びデザイン性が感じられ、伝統・文化・技術・ライフスタイル等を背景に有する商品）
50点程度（全国計）
平成28年12月１日（木）～平成29年1月20日（金）
原則１年間（平成29年4月～平成30年3月末）
ただし、半年間も選択可
【1年間】3万円/月＋諸経費

（1社あたり）

【半年間】3.5万円/月＋諸経費 ※現地事業者のSAS ENISへ支払

事業名
対象商品
商品選定数
商品募集期間
常設展示期間

主な現地サービス内容

・商品常設展示、商品委託販売、商品在庫管理
・国内外の輸送関連手続
・言語面及び営業面サポート
・月次報告（毎月）
・特定バイヤーによるコメント取得（半年に１回）

＜公募説明会＞
【日時】平成28年12月8日（木）13時半～15時半
【場所】四国経済産業局6階607会議室(香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎６階)
【定員】60名（先着順、参加無料）
【問合せ先】(お申込先) 四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課
E-mail：sik-syougyou@meti.go.jp
【公募情報ページ（四国経済産業局）】
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b1/shougyou/2_koubo/161116/161116.html

小規模事業者持続化補助金の公募を行っています（1/27締切）
中小企業庁では、日本商工会議所・各県の商工会連合会を事務局として小規模事業者が行う販売促進のためのチ
ラシ作成や、ホームページ作成、店舗改装などの費用を補助する平成28年度第２次補正予算「小規模事業者販路
開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)」の助成対象者を募集中です。お申込みに当たっては、申請者が事業を
営んでいる地域を管轄する商工会議所や商工会の確認が必要なため、公募締切に関わらずお早目にお手続きください
（商工会議所・商工会の会員でなくても応募可能です）。
【公募締切】平成28年１月27日（金）（締切日当日消印有効）
【問合せ先・公募情報ページ】
◆商工会議所の管轄地域で事業を
営んでいる小規模事業者
日本商工会議所
（TEL：03-6459-2004）
http://h27.jizokukahojokin.info/

対象となる事業
通常の販路開拓
賃金引上げ、雇用増加、
買い物弱者対策、海外展開
複数の小規模事業者が
連携して取り組む共同事業

◆商工会の管轄地域で事業を
営んでいる小規模事業者
・徳島県商工会連合会（TEL：088-623-2014）
・香川県商工会連合会（TEL：087-851-3182）
・愛媛県商工会連合会（TEL：089-924-1103）
・高知県商工会連合会（TEL：088-846-2111）
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上限額
50万円
100万円
500万円

補助率

2/3
以内

（１事業者あたりの補助上限額
×連携する小規模事業者数）

http://www.shokokai.or.jp/36/3600210000/index.htm#sin29375
http://www.shokokai-kagawa.or.jp/jizokuka.htm
http://www.shokokai.or.jp/38/3800210000/index.htm#sin18872
http://www.kochi-shokokai.jp/jizokuka/
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ものづくり補助金の公募を開始（1/17締切）
中小企業庁では、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部
を支援する平成28年度第２次補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募を開始しています。
【締切】平成29年１月17日(火)（当日消印有効）
種別
一般型

小規模型

第四次産業革命型

対象要件

上限額

補助率

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う
革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、「付加 1,000万円
価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。
または「 中小もの づくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用 した
革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画 500万円
であること。
上記の革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善であって、「ＩｏＴ・ＡＩ・
ロボットを用いた設備投資」を行うこと

2/3
以内

3,000万円

※ 一般型および小規模型は、下記の要件を満たす場合に限り、以下の上限額を適用。
・経営力向上計画の認定を受け、雇用・賃金を増やす計画に基づく取組→補助上限額 倍増
・上記取組に加え、さらに最低賃金引上げの影響を受ける場合→補助上限額 さらに1.5倍（上記と併せ補助上限は３倍）

【応募書類の提出先・問合せ先】
以下の各県地域事務局へ申請書をご郵送いただくか、中小企業庁が開設したポータルサイト「ミラサポ」による電子申
請（１月４日（水）開始予定）を利用。
（１）徳島県
徳島県中小企業団体中央会（〒770-8001 徳島市津田海岸町８番２７号（徳島市木材業協同組合会館２階））
TEL：088-676-3311
http://www.tkc.or.jp/mono/h28.html

（２）香川県
香川県中小企業団体中央会（〒760-0071 高松市藤塚町３丁目3-15 太洋物産ビル２階）
TEL：087-802-1866
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/news/mono/tpc_monodukuri/28monodukuri.htm

（３）愛媛県
愛媛県中小企業団体中央会（〒791-1101 松山市久米窪田町337番地１ テクノプラザ愛媛３階）
TEL：089-955-7150
http://www.bp-ehime.or.jp/support/innovation/index.html#28_1

（４）高知県
高知県中小企業団体中央会（〒781-5101 高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館4階・５階
（連携推進部）TEL：088-845-8870
http://www.kbiz.or.jp/%E2%97%8E%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A3%9C%E6%AD
%A3%E3%80%8C%E9%9D%A9%E6%96%B0%E7%9A%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%BB%E
5%95%86%E6%A5%AD%E3%83%BB/

編集後記
今回の連載では越境ECに向けた情報収集方法を取り上げていますが、中小機構では「成功する越境EC
のポイント」をテーマとするセミナーを12/13（火）に松山で開催します。興味のある方は、「越境サポセミ」
「松山」の２つのキーワードで検索のうえ、お申し込みください。 （井下 純）
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
本誌に関連してご意見・お問い合わせ等ございましたら、以下の発行元へお願いいたします。
独立行政法人中小企業基盤整備機構 四国本部 経営支援部 連携推進課
TEL：087-823-3220 、メールアドレス：inoshita-j@smrj.go.jp
住所：〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟7階
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
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