
1 

 

 

 

 

 

中小機構では、地域活性化パートナーである㈱タイムラボと連携し、こだわりの逸品や日々の暮らしを

豊かにする商品を製造・販売する中小事業者等を対象に、アメリカン・エキスプレス®カードで購入で

きる EC サイト「Delight（デライト）-豊かさと歩む-」の掲載商品を募集します。 

新たな販路開拓やプロモーション力の向上、自社の販売力の強化を目指す方は、ぜひご応募ください。 

    「Delight」WEBサイト：https://delight-wow.com/ 

    

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

① 掲載無料！コストをかけずに自社商品・サービスを販売、PR 

 

② 富裕層会員を対象に、富裕層向けの商品として認知度向上 

 

③ 特集コンテンツは専属ライターが商品の魅力を紹介 

 

④ 中小機構による PR に関するアドバイスや IT 活用施策の情報提供 

 

 

 

■対象サイト Delight（デライト）-豊かさと歩む- 

       https://delight-wow.com/ 

富裕層会員を対象に、各分野の代表的な逸品（ハイエンド商品）や日々の暮らし

を豊かにするサービスを紹介する EC サイトです。40～50 代の会社経営者の方を

中心に、ビジネスとプライベートで利用されています。 

 

■参加対象  こだわりの逸品や日々の暮らしを豊かにする商品を生産・販売する中小事業者 

※自社商品を持たない、卸売業・小売業は対象外となります。 

※みなし大企業は対象外です。 

＜富裕層向け ECサイト＞ 

「Delight（デライト）-豊かさと歩む-」掲載商品募集のご案内 

 

１．参加のメリット 

令和３年度 地域活性化パートナー企画 

 

２．企画概要 

 

 

 

 

 

https://delight-wow.com/
https://delight-wow.com/
https://time-laboratory.com/
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※中小企業の定義（https://www.smrj.go.jp/org/about/sme_definition/index.html） 

製造業：資本金 3 億円以下又は従業員数 300 人以下、卸売業：資本金 1 億円以下又は従業員数

100 人以下、小売業：資本金 5 千万円以下又は従業員数 50 人以下、サービス業：資本金 5 千

万円以下又は従業員数 100 人以下。 

 

■募集商品  「体験」を軸とした商品、「豊かな生活」につながる商品。 

具体的には、各分野のこだわりの逸品や日々の暮らしを豊かにする商品。なおか

つ社会貢献や地方創生、国民生活活性化等の社会的意義のあるもの、生産背景に

ストーリーのある商品。 

 

■商品カテゴリ 食品、非食品（ファッション/インテリア/生活雑貨/文房具/ジュエリー等）、体

験・トラベルなど 13 カテゴリ 

※㈱タイムラボがカテゴリを割り当てます。 

 

 

■主な支援内容 (1)㈱タイムラボが商品紹介ページを作成・掲載 

掲載申込書の内容に基づいて、㈱タイムラボが商品紹介ページを作成しま

す。また、中小機構の「NIPPON MONO ICHI」ロゴマークを掲示して PR

を促進します。 

＊「NIPPON MONO ICHI」とは中小機構による、中小企業が地域の産品や

技術を活かした新商品や新サービスの開発を応援するプロジェクトの名称です。 

 

(2)特集コンテンツへの掲載（１特集４～８商品を選定） 

㈱タイムラボと中小機構が企画する特集コンテンツにおいて、専属ライター

がテーマに合わせて掲載商品・サービスの魅力を執筆して紹介します。 

※テーマに応じて商品を選定するため、必ずしも掲載されるわけではありません。 

 

https://www.smrj.go.jp/org/about/sme_definition/index.html
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(3)中小機構によるPRに関するアドバイス（10社限定） 

キャッチコピーやプレスリリースの作り方に関する具体的な相談に対して、

地域活性化パートナーである㈱ワールドフォトプレスの協力のもと、中小機

構がオンライン又は書面でアドバイスを実施します（オンラインの場合は、

複数社まとめて実施します）。 

※各締切後、希望者に中小機構から詳細をご案内します。 

※一次・二次締切分の応募企業が対象です。各締切につき５社を上限とし、

応募多数の場合は抽選とします。 

 

(4)中小機構による IT経営簡易診断 

専門家との３回の面談（無料）を通して、自社の IT 経営をチェック＆見え

る化し、顧客対応・営業支援業務（フロント業務）、総務、会計、人事、労

務、在庫、物流等の間接業務（バックオフィス業務）における IT 活用可能

性を探ることができます。 

詳細はこちら＞https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html 

※別途、お申込みが必要です。各締切後に、希望者に中小機構から詳細をご

案内いたします。 

 

■掲載費用  無料 

※掲載後は注文成約の都度、諸手数料（販売手数料、カード決済手数料）が発生

します。下記「3.販売条件・運用条件等」をご確認ください。 

 

■応募点数  １社２商品まで 

※色違い等の掲載は致しません。また商品ごとに応募書類を作成してください。 

 

■応募方法  下記 2 点の書類に必要事項をご記入のうえ、申込み先へメールでお送りください。 

① 様式１_応募用紙 

② 様式２_商品シート（商品情報／コンテンツ情報） 

 

■審査方法  書面審査（㈱タイムラボ及びフィネクトパートナーズ（株）） 

※応募書類に不備がある場合は、審査対象外となりますのでご注意ください。 

※審査結果は、中小機構からメールでご連絡いたします。なお、審査結果内容に

ついてはご回答できかねますので、予めご了承ください。 

 

■募集期間  2021 年 9 月 29 日（水）～2022 年 2 月 1１日（金） 

酒類締切：2021 年 10 月 15 日（金） 

一次締切：2021 年 12 月 10 日（金） 

二次締切：2022 年  2 月 11 日（金） 

 

■申込み   株式会社タイムラボ デライト運営事務局 

E メール：contact@delight-wow.com  電話:03-6277-1760 

件名：デライト掲載企画申込 

 

 

https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html
mailto:contact@delight-wow.com
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■問合せ先  （独）中小企業基盤整備機構 経営支援部 企業支援課（担当：赤岡） 

     E メール：renkei@smrj.go.jp      電話:03-5470-1524 

件名：デライト掲載企画申込み 

 

■スケジュール（予定） 下記のうち「契約」・「掲載」は、㈱タイムラボが実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売条件概要 詳細は、フィネクトパートナーズ㈱との契約の際に直接、個別に協議していただ

きます。 

・販売条件  委託販売 

・諸手数料  販売手数料（販売料率は販売額の 30%以上）+カード決済手数料 

※㈱タイムラボと個別協議。 

・発送方法  購入者からの注文後に、都度、出品者から直送 

・発送費用  出品者負担 

・商品単価目安 5,000 円以上（送料含む） 

・契約先   ㈱タイムラボ 

・契約期間  原則サイト運用開始から１年間（その後、自動更新） 

・入金時期  月末締め・翌月末日払い（クレジットカード会社からの入金後、

諸手数料を差し引いた金額を振込） 

 

 ■運用条件概要 商品掲載後は、以下①～④の対応が必須となります。 

① 受注連絡やお客様からの問い合わせに、迅速なメール対応ができること。 

② 受注連絡期日を守れること。 

③ 営業日（9:00～17:00（年末年始土日祝を除く））を確保できること。 

④ 掲載から１年間は掲載商品の販売が可能であること。 

■商品販売の流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．販売条件・運用条件等 

募集開始 

酒類  9 月 29 日(水) 

一次  9 月 29 日(水) 

二次 12 月 13 日(月) 

申込締切 

酒類  10 月 15 日(金) 

一次  12 月 10 日(金) 

二次   2 月 11 日(金) 

審査結果の通知 

酒類  11 月中旬予定 

一次  １月下旬予定 

二次  3 月下旬予定 

契約 

掲載 

酒類  12/上旬～1/上旬 

一次   3/下旬～4/上旬 

二次   5/下旬～6/上旬 

 

進
捗
ア
ン
ケ
ー
ト 

中小機構 

 

・募集 

・PR アドバイス 

・IT 経営簡易

診断等 

各種支援 

mailto:renkei@smrj.go.jp
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■企業概要 

名 称：株式会社タイムラボ 

URL : https://time-laboratory.com/ 

所在地：東京都港区南麻布 3-21-17 B City Tower 

AZABU TOKYO 2F 

代表者：代表取締役 横山 友美 

設 立：2018 年 12 月 

事業内容：体験型ギフトカタログ『TIMEBook』の制作・販売、体験コンテンツの開発・提供、マ

ーケティング支援等 

主要取引先：ANA X 株式会社 American Express International,Inc.他提携企業約 30 社、提携パ

ートナー企業約 1,000 社 

 

 

 

 以下の留意事項をよくご確認のうえ、お申込みください。 

○ 本企画は、地域活性化パートナーである㈱タイムラボの協力により設定された、中小機構専用のものと

なります。 

○ 本企画に際し、応募書類をもとに㈱タイムラボによる書類審査があります。応募書類に記入漏れがある

場合には、審査対象外となる場合がありますのでご注意ください。また、審査結果内容についてはご回

答できかねますので、予めご了承ください。 

○ 応募書類に虚偽がある場合は、掲載を取り下げることがあります。 

○ ㈱タイムラボとの取引や契約締結等に係る交渉は、各社で直接個別に行っていただきます。 

○ 本企画を通じて購入者との取引におけるトラブルや商品の破損、損失、盗難、その他過失の責任に関し

ましては、一切中小機構で責任を負いかねます。 

○ 今後の企画の参考にするため、進捗状況に関するフォローアップアンケートに必ずご回答ください。 

○ 応募書類にご記入いただきました個人情報につきましては「独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律」の趣旨に基づき、貴社へのご連絡、㈱タイムラボの提供及び今後の当機構業務のご案

内の目的で利用いたします。 

○ 掲載後、Facebook ページ及びその他中小機構の広報媒体等にて企業紹介･商品内容等の PR をさせて

いただきますので、予めご了承ください。 

 

 

 

・地域の中小企業による新事業展開においては、市場ニーズの把握や企画、開発した新商品・新サービス

の市場での評価、マーケティング及び大都市圏等での販路開拓等が重要な課題となります。 

・このため中小機構では、大都市圏・全国規模で活動する流通業・情報サービス業・観光業関連等の企業や

団体の皆様を「地域活性化パートナー」として登録させていただき、新商品・新サービスを開発して全国

展開しようとする地域の中小企業の皆様に対し、市場評価・マーケティング・販路開拓等に関する支援メ

ニューを実施しています。 

・地域活性化パートナーに登録いただいた企業・団体の皆様には、中小企業と対等な立場で相互利益を目

４．パートナー企業情報 

５．留意事項 

●地域活性化パ―トナー事業について 

https://time-laboratory.com/
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指すという観点から、新事業展開に取り組む皆様が企画・開発した新商品・新サービスに対する技術評価、

マーケティング、販路開拓等の支援を当機構と連携して実施頂いております。地域活性化パートナーと当

機構との効果的な連携により、新商品・新サービスの事業化促進を図ります。 

 

 

以上 


