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独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 News Release  
 

「モール活用型 ECマーケティング支援事業」 

従来の国内モール出店支援に加えて、 

新たに「越境 EC モール」への出店事業者も募集開始！ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：豊永厚志）

は新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者の新たな販路開拓を支援するための「モール活用

型 ECマーケティング支援事業」（以下、「本事業」）の第 2期募集を開始します。従来の国内 ECモー

ルに加えて、越境 ECモールの出店事業者の支援も開始します。 

また、第 1 期の採択事業者の出品を開始し、国内 EC モールにてマーケティング支援を始めます。 

第 2期は、以下のとおり、ECモール出店に意欲的な中小企業者を公募により選定し、ECモール出

店による販売機会の提供を通して、その後の自立化を支援いたします。 

＜第 2期参加事業者募集 概要＞ 

１．第 2期募集期間：令和 3年 7月 20日（火曜）～8月 20日（金曜）17時まで 

２．対象者 新型コロナウイルス感染症拡大により、業績に影響を受けている中小企業・小規模事業

者（以下「中小企業者」という。）で、ECモール出店に意欲的なもの。 

３．支援内容 ECモールへの一定期間の出店を通して、以下のマーケティング支援を行います。 

①ECモール内に中小機構の専用販売ページを開設

②ECモールへの出品、管理、プロモーションを実施

③マーケティング支援として、アクセスログ解析等の情報を提供

④必要に応じて写真や紹介文書等コンテンツ制作に係るアドバイスを実施

４．申込方法 以下の特設ページに掲示されている申込フォームに入力及び商品画像データの 

アップロード   https://ecmall.smrj.go.jp/ 

５．出品商品件数 1社あたり最大 12SKU（※）まで登録が可能 

※同じ商品で価格が同じであれば SKU違い（カラー・サイズ・タイプ<柄違い・味違い・香り違

い等>）として最大 12種類まで登録可能です。 

https://ecmall.smrj.go.jp/


６．国内 ECモール及び越境 ECモールについて 

 国 内 Ｅ Ｃ モ ー ル  越 境 Ｅ Ｃ モ ー ル  

マーケティング支

援 対 象

モ ー ル 

以下の 3モール同時に出店 

楽天市場、Yahoo!ショッピング、

47CLUB（よんななクラブ） 

以下の 2モールのうち、どちらかに出店 

Amazon（アメリカ）、 

Shopee（シンガポール） 

出 店 期 間 3か月間 6 か月間 

出店開始時期 令和 3年 10月以降順次出品 令和 3年 12 月以降順次出品 

出 品 対 象 製 品 

※酒など取扱いできな

い商品がございます。

詳細は出品応募要項を

ご覧ください。 

雑貨・生活雑貨・インテリア・食器・

玩具・文具・服飾品・伝統工芸品・食

品・加工食品・健康食品・ダイエット

食品・化粧品・家電製品等 

雑貨・生活雑貨・玩具・文具・食器・

服飾品・伝統工芸品・化粧品等 

※化粧品：FDA 等の登録証を取得

していること。 

出店者の費用負担 

※詳細は公募開始後 

に掲載されます出品 

応募要項をご覧くだ 

さい。 

・売上代金見合い手数料 

・振込手数料（売上代金振込時） 

・売上代金見合い手数料 

・振込手数料（売上代金振込時） 

・国内倉庫までの配送料 

出店期間終了後に出店事業者自らが、EC モールを活用した販路拡大に自社独力での取り組みに向

けた支援として、出店事業者個別に、月次でアクセス集計等のレポート（成果まとめを含む）を提供

するとともに、お問い合わせやご相談に対応するため窓口を設置し、専門家によるアドバイスを実

施することを予定しています。 

 

■国内 ECモール第 1期採択事業者の販売開始について 

第 1期の採択事業者 89社の支援として、7月 19日から、国内 ECモール「いいものエール」にて、

お蕎麦やカステラ、漆のお箸やデキャンタなど食品・生活雑貨を中心に 89社(231SKU)の商品を販売

開始します。 

※楽天市場、Yahoo!ショッピング及び 47CLUB のそれぞれのショップ検索で「いいものエール」と検索してく

ださい。 

※第 1期採択事業者の詳細については、別紙「モール活用型 ECマーケティング支援事業 第 1期採択事業者一

覧」をご覧ください。 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地

域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化

に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制

度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援

力の向上に協力します。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  
独立行政法人 中小企業基盤整備機構  

販路支援部 販路支援企画課 担当 内藤（ないとう）、御園（みその） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル TEL：03-5470-1681 



別紙 

▽モール活用型 ECマーケティング支援事業 第 1期採択事業者一覧 

 

▽第 1期採択事業者一覧 

※中小機構では、次表の第 1期採択事業者 89社に対する支援として、7月 19日から国内 ECモールに「いい

ものエール」にて販売開始します。 

 

＜出店商品の一部ご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 事業者名 所在地 商品名 

【 食 品 】 

1 株式会社食農価値創造研究舎 福島県 南郷トマト 100％ジュース夏秋 

2 株式会社ベジタルアドバンス 群馬県 
在宅・巣ごもりのストレス解消・健康維持に！【Passtime セット】／からだよろこぶヘルシースー

プ＆甘酒・マルベリーティーセット 

3 AKO 株式会社 東京都 生胡椒の塩漬け 

4 アステリア合同会社 東京都 Smileys Table GRANOLA（スマイリーズテーブルグラノーラ） 

5 有限会社シー・オー・シー 東京都 
レンジで簡単！オリオール冷凍リゾットシリーズ 

「秒で！？おうちごはん」３種食べくらべセット♪ 

6 お宿【壽番館】内 手打ちそば処【澤田の家】 長野県 北信州いいやま発 オヤマボクチ蕎麦【雅】4 人前汁付き 

7 株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ 静岡県 まぐろ屋さんが本気で作ったまぐろたたき 

8 株式会社寿商店 愛知県 魚屋のおまかせ鮮魚ボックス 5832 円コース 

9 有限会社クサツパイオニアファーム 滋賀県 
農薬不使用栽培米 5kg 有機質肥料100%使用 東西の美味米「コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」 

クサツパイオニアファームのこだわり栽培米「元気の気®」 

10 立花エンターテインメント・ワン株式会社 大阪府 和牛日本一に輝く「鹿児島黒牛」A5 特殊技術の綿肉カット（しゃぶしゃぶ・すき焼き用） 

11 浜弥鰹節株式会社 大阪府 鰹節だしパック｢しゅんでる・極～kiwami～｣ 

12 株式会社コレット 大阪府 フスボンアイス 5 種 10 個セット 

13 株式会社元天コーポレーション 兵庫県 ≪店主手焼き≫ 冷凍たこ焼き（15 個入り） 

14 LANATURE／ヒューマンヘルスアカデミー研究所 岡山県 ENRIDHED 健康オイル 

15 山下水産株式会社 広島県 広島産窒素凍結冷凍かき 

南郷トマト 100％ジュース夏秋 からだよろこぶヘルシースープ＆

甘酒・マルベリーティーセット 

ボディスポンジ 



16 株式会社日本フーズ 山口県 とらふぐ生ハム 極 

17 旬や ていじ 徳島県 阿波すだち鶏の柚子薫る『がいな黄金からあげ™』 

18 有限会社 豊田商店 徳島県 歯ごたえ抜群！天然塩蔵生わかめ（鳴門産）350g 

19 有限会社ヤマハチ八幡商店 徳島県 鳴門産カットわかめ 

20 合同会社さぬき農園ぐらし 香川県 フルーツアイス大福３種セット１２個入 

21 創麵屋株式会社 香川県 つるっ！モチッ！具材たっぷり！豪華冷凍調理うどん 4 種 8 食ｾｯﾄ 

22 焼き菓子工房３panda 香川県 ３panda の厳選クッキー詰め合わせセット 

23 宮栄商事有限会社 愛媛県 善蔵 6 種詰合せ 

24 伊予蒲鉾株式会社 愛媛県 添加物不使用 うす塩味手押しじゃこ天 

25 ジビエ浦ノ内企業組合 高知県 【高知県須崎市】猪肉切落し 200g 入パック【ジビエ浦ノ内企業組合】 

26 農建産業株式会社 福岡県 伊都の黒にんにくゼリー 

27 株式会社 SHINSEI 福岡県 はちべえトマトの朱い醤油 

28 御菓子司 大竹堂 長崎県 大竹堂の桃カステラ 

29 株式会社 バイオ･コーポレーション 熊本県 
食のプロも絶賛!!福岡の老舗醤油屋がつくった高知県馬路村産完熟ゆず果汁を使用した絶

品｢ゆずぽん酢｣と大分県産かぼす果汁を使用した｢すし酢｣の贅沢セット 

30 トイメディカル株式会社 熊本県 
DelSalt （デルソル）６０カプセル入り 

減塩ではなく、「排塩」という新しい方法で塩分コントロール 

31 株式会社 サン・ファーム 熊本県 ひなたまこっこの二つ星☆☆うみたてたまご！ 

32 株式会社阿蘇自然の恵み総本舗 熊本県 熊本県産 菊芋（自社栽培）を使ったヨーグルト用菊芋パウダー 

33 穂栄株式会社 熊本県 PremioAqua+ 

34 有限会社二反田醤油店中津工場 大分県 蔵工房麺 6 個入セット 

35 有限会社エムライフシティ 大分県 GABA もち麦あまざけ 

36 虎彦株式会社 宮崎県 糖質量 3.1g どら焼き 風ノ虎 10 個セット（送料込） 

【 雑 貨 】 

37 株式会社Ｋカンパニー 北海道 ボディスポンジ 

38 合資会社 高橋スポーツ店 茨城県 純国産品 光触媒加工 「絆マスク」 

39 株式会社 食・メディア 栃木県 はとむぎ化粧品「ＯYAMA の雫」 

40 グレードル株式会社 東京都 MOSHI カードホルダー 

41 根岸産業有限会社 東京都 如雨露 

42 ふれあい総研株式会社 東京都 アロマ クール＆ウォーマー 

43 株式会社ＤＯＯＧ 神奈川県 ベランダの aaa チスト 

44 ネットショップ グラシアス 神奈川県 グラシアス かわいいサークルコンパクトミラー １個 (スポーツ柄、フルーツ柄) 

45 横濱絹布堂 神奈川県 お薬手帳の着物 大島紬の手作りカバー 

46 株式会社橋本幸作漆器店 石川県 漆のお箸十八膳 凛 

47 梶谷商店 愛知県 タッセルアロマチャーム 



48 株式会社ヤギセイ 大阪府 
洗えるマスク コットンレース 抗菌 抗ウイルス 裏面クレンゼ使用 綿 100％ 日本製 ヤギ

セイ CLEANSE 布マスク 防災グッズ 

49 有限会社ピーツー 大阪府 能登二越ちりめん粋花刺繍マスク 

50 笠井商会 大阪府 医療基準でつくられた綿 100％の安心安全なやわらか 6 重ガーゼハンカチ 5 枚入り 

51 有限会社シンシアリー 兵庫県 MyBarrier 

52 株式会社アズロード 兵庫県 メラクル Ag＋セルフ抗菌セット 

53 株式会社本田洋行 愛媛県 ウェット手袋なでなで 

54 神楽フィースト株式会社 福岡県 神楽デキャンタ 

55 歯っぴー株式会社 熊本県 Dental Light（デンタルライト) 

56 有限会社九州ホールセール 熊本県 
革水 皮革用 メンテナンス 手入れ レザーサプリメントプロ 150ml 革製品 補修 成分特

許取得 特許第 6617252 号 

【 食 器 】 

57 有限会社クロスエッジ 東京都 TANE ティーポット 

58 株式会社砺波商店 富山県 フリーカップ 

59 株式会社河辺商会 大阪府 CHOPLATE 

60 有限会社金照堂 佐賀県 麟 Lin プラチナ タンブラー 

【 服 飾 品 】 

61 有限会社プレジール 東京都 ミナレス合切袋シリーズ 

62 株式会社モントルロロイ 東京都 Buships watch ブシップ腕時計 

63 合同会社どすこい JAPAN 東京都 KIMONO シルクマスク 

64 株式会社オオサカヤ 愛知県 こだわりのきもちいい。オーガニックコットンベビー服の出産準備セット 

65 有限会社 ミツシエル 愛知県 
乳房のバランスを整えるシリコン製乳がんブラパット＆大判パットポケット対応ノンワイヤーブラジ

ャー2 色セット 

66 有限会社サム企画 大阪府 オーガニックレザー ミニ財布 

67 有限会社ケイ・ケイ・インターナショナル 兵庫県 
KEIKO KUROISHI シルクオンブレ・カットワークスカーフ"TANABATA"/高いアート性とクラフ

ト感のある、変幻自在な「一枚の魔法の布」 

68 株式会社アイムス 岡山県 パッチワーク風シャツ 

【 化 粧 品 】 

69 h.LAB 東京都 Clean & Refresh Hand Care Mist 

70 コスメティック・ハラル＆オーガニック株式会社 東京都 スカイホットクレンジング R 

71 合同会社 K.N.Y. 東京都 ビジュリア・アルガンピュアオイル 

72 株式会社ファランドール 神奈川県 日本原産の緑のシルクを配合したナチュラルシルクコスメ 

73 合同会社 MAM&ｄ. 兵庫県 SASS.スクラブ 

74 有限会社日本漢方医薬研究所 徳島県 Luke 洗顔フォーム 155 

75 きみ屋化粧品 香川県 きみつや素肌クリーム・きみつやカバー クリーム 

76 株式会社すまエコ 沖縄県 沖縄県産タマヌオイル 20ml 



【 文 具 】 

77 nakabi 株式会社 石川県 MESSAGE CARD＆PAPER CLIP 

78 アクティライフ株式会社 福井県 ペンケースに変わる特別なご祝儀袋 

79 ケイ・エイチ工業株式会社 大阪府 スピードスケール 

80 株式会社坪川毛筆刷毛製作所 広島県 書のおけいこ 

【 伝 統 工 芸 品 】 

81 平岡結納舗 石川県 平岡結納舗のコンパクト結納「かわゆいのう」花蓮(かれん)１点セット 

82 株式会社西川貞三郎商店 京都府 
使うことで暮らしに華やかさを添える西川貞三郎商店の京焼・清水焼 弊社の３ブランドを代

表する見立て：景色を感じる 

83 坂本織物有限会社 岡山県 倉敷真田紐で作った猫の首輪 

【 そ の 他 】 

84 株式会社ロジックソリューションズ 岐阜県 【子供向け】プログラミングキット 

85 株式会社タナベ 愛知県 自動車ステアリング用タナベレザーで展開するフレンチテイストなデザインのラップトップカバー 

86 辰巳織布株式会社 大阪府 ガーゼ生地 

87 パンダ企画 兵庫県 FLOOD OF LIGHT（FOL）コットンニューマイヤー毛布 

88 株式会社 TradStyle 兵庫県 
無調色 シロチョウパール ペンダントトップ K18 ホワイトゴールド | ERISVELINA（エリスヴェ

リーナ）  

89 株式会社グラァブ 福岡県 PureSeven 
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