
２０２３年1月 パリ メゾン・エ・オブジェ出品を
足掛かりとした

欧州販路開拓支援のご提案

2023 SS

/// 日本の”素敵”で世界に”快適”を ///



ご提案にあたって

2,000社超に商品を販売するセールス＆マーケティング・インフラ
2,000社超に商品をデリバリーするロジスティック・インフラ

伝統に裏打ちされた精緻で高品質なジャパン・クオリティ。
日本の”今”を映し出すモダンなデザイン。

世界中でクールな日本のプロダクトへの評価は高まるばかりです。

今回ご案内する”JAPANessence 2023SS”は、
2023年1月に開催される世界最大の消費財見本市メゾン・エ・オブジェへの

出展を足掛かりに貴社の欧州販路開拓を支援するプログラムです。

“日本の素敵で世界に快適を”の企業理念の下、
2007年のメゾン・エ・オブジェへの出展を皮切りに、

欧州市場を開拓してきた株式会社マークス。

10年以上の経験で培った実売力を活かし、貴社の欧州販路開拓を
サポートさせていただきます。
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＝

実売を伴う欧州市場開拓のプラットフォーム



事業内容:
・デザインステーショナリー、ライフスタイルプロダクトの企画・製造、
・国内外での卸売販売事業
・国内外直営店での小売販売事業=10店舗、ＥＣ小売事業=6サイト。
・欧州への事業展開サポート及びコンサルテーション事業。

設立年月日: 昭和57年6月1日
資本金: 8,000万円
役員: 代表取締役会長 CEO 髙城 和彦

事業拠点:
【 国内 】
東京、大阪オフィス
マークス物流センター

【 海外 】
マークスヨーロッパ s.a.r.l. フランスオフィス
マークスヨーロッパ s.a.r.l. フランクフルト オフィス
欧州ディストリビューションセンター (物流センター)
【ディストリビューター】
中国
イスラエル

■株式会社 マークス

株式会社マークスの欧州現地法人として、2008年1月パリに設立。
欧州市場でのセールス＆マーケティングを司るマーケティング機能を保有。

・2,000社超の売り先と直営売り場
・欧州全域に商品を流通させるインフラ

B to B直営サイト B to C直営サイト

約2,000社

・ギャラリーラファイエット（パリ）
・ル ボン マルシェ（パリ）
・フラマリオン / ポンピドゥー・センター（パリ）
・セルフリッジズ（イギリス）
・カールシュタット（ドイツ） 他

■MARK’S Europe s.a.r.l

●ﾊﾟﾘ・ｵﾌｨｽ6名, 物流ｾﾝﾀｰ + ｾｰﾙｽﾚｯﾌﾟ

●ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ・ｵﾌｨｽ 2名

●ﾛﾝﾄﾞﾝ・営業代理店, 物流ｾﾝﾀｰ

●ｽｲｽ・営業代理店

●ｽﾍﾟｲﾝ/ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ・営業代理店

●他 ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸにｾｰﾙｽﾚｯﾌﾟ配備

B to B直営サイト MARK’S online      MARK’STYLE TOKYO PARIS

陣容:

オンライン:

顧客数:

主要顧客:
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マークスタイルトーキョー
パリ ル・マレ店

⇒ 欧州市場開拓のプラットフォーム

マークスグループの事業拠点



企画概要 メゾン・エ・オブジェ出品

イベントプロデュース、展示構成、販売
株式会社マークス、MARK’S EUROPE s.a.r.l

ブースレイアウト、ジャパネッセ
ンスコーナーは

諸条件により変更になる場合が
あります。
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■ 結果の分析

商品紹介時のバイヤーの反応、
受注実績から商品ブラッシュアッ
プのポイントやマーケット深耕の
ためのヒント等を分析。後日
フィードバック。

・年2回（1月、9月）開催

・会期 5日間
・会場 パリ ノールヴィルパント
・展示規模 約11万1,000㎡
・時間 9時30分 ～ 19時

規模

メゾン・エ・オブジェとは？

2020年 2021年 2022年

1月 1月 ３月

来場者 合計 81,232 51,656

フランス 44,823 32,982

フランス以外 36,409 18,674

出展社 合計 2,891 1,811

フランス 1,068 825

フランス以外 1,823 986

2021年１月 - コロナの影響によりキャンセル
2022年１月 - コロナの影響により３月に延期開催

ギフト商材のパリコレと言われる、世界最高峰の見本市「メゾン・エ・オブジェ」にて商材の魅力を世界中に訴求。

■ JAPANessenceコーナーでの出品
Hall1 スマートギフトカテゴリ
マークス・ヨーロッパブース（42m2）内



本企画の強み、特徴 と 出品メリット
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1 フランス法人がブースを運営。

2 現地マーケット事情に精通したセールスチームが本企画参加企業に代わり受注活動を実施。

3見本市終了後小売店への営業フォロー、納品までを一括サポート

4口座数約２０００社（デパート、セレクトショップ、書店、雑貨店、文具店等）。

5バイヤーにとっては新規口座開設をせずに、既存サプライヤーから全く新しい日本の商品を仕入
れることができる。

欧州展示会出展

受注活動

欧州小売店へ販売

欧州小売店へ納品

代金回収

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

実
売
力

強み= 実売力

出品の4つのメリット

•メゾン・エ・オブジェへの出品、また出品をきっかけとした有名
店への商品導入により、露出・知名度アップと新たな引き合い
が期待できます。

ショ-ル-ム効果

•取引先店頭での動向がよければ、将来的に当社が代理店と
なり継続的なお取引に発展する可能性がございます。

•(代理店契約を確約するものではございません。)
代理店活動

•商品ご納品、商品代金お支払いは国内、円建で完結します。国内取引完結型

•商品の欧州市場に合うブラシュアップポイントがわかります。
フィードバック

特徴

見本市を単なる展示の場にとどめるのでなく、受注・販売活動を通じ欧州市場進出に向けた機会、課題の解像度を高めます。



出品条件 および 対象となる商品、企業
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対象商品
ライフスタイル要素のある、ギフト系消費財

※具体的には文具（紙製品・縫製品）、雑貨、インテリア雑貨等
※環境配慮の特徴がある商品 – 特にニーズが高まっている
※輸出入が困難なため飲食物は対象外

対象企業
・欧州に自社商品の販路を広げていきたい企業
・欧州市場に合う商品開発を図りたい企業

参加費用
■基本費用 メゾン・エ・オブジェ出品- 44万円（税込） ※
≪費用内訳≫
スペース費 0.72m2 (1.2 x 0.6m)
壁面、カーペット、電力、照明器具、ファニチャー
展示サンプル輸送費
ブース内設営代行
現地スタッフ仏語による商品案内、販売代行
受注先への納品、代金回収
受注実績および分析レポート

※返送ご希望の場合、実費をご負担いただきます。

■応募期間 : 2022年7月15日～8月31日必着
■応募方法 : 応募書類３点を電子メールにてお送りください。

①エントリーシート
②商品カタログ
③会社案内

※FAX, 郵送不可

本企画の流れおよびスケジュール

①
•出品申し込み --- 7月15日～8月31日

②
•審査 --- 9月

③
•結果通知 --- 9月30日

④
•個別商談、参加決定 – 10月

⑤
•出品料お支払い – 11月30日

⑥
•展示サンプルご納品 – 11月30日

⑦
•（弊社にて）メゾン・エ・オブジェにて受注活動 – 1月

⑧
•受注結果速報通知 – 1月展示会終了後

⑨

•受注分ご発注 – 1月31日

•(弊社→本企画参加企業

⑩

•受注分ご納品 – 2月初旬

•本企画参加企業→弊社国内倉庫

⑪

•受注分お支払い – 4月20日

•2月末締めご請求、4月20日払

⑫
•コンサルティングレポートのお戻し – 2月28日

※中小機構特別価格設定あり（金額については中小機構までお問合せください)



JAPANesesnce ご出展者様の声

<参加見本市>
2018年9月ﾒｿﾞﾝ・ｴ・ｵﾌﾞｼﾞｪ

<導入社数> 38社 <導入国数> 6か国

<参加見本市>
2018年8月 ﾉｰﾄﾞｽﾃｨﾙ、9月 ﾒｿﾞﾝ・ｴ・ｵﾌﾞｼﾞｪ
<導入社数> 220社 <導入国数>9か国

<プロジェクト後のご感想>

当社は欧州にパイプがなく、市場開拓の足掛かりとし
てジャパネッセンスに参加致しました。このプログラム
では実店舗での販売可否
（ユーザーの反応）も確認出来る上、「メゾン・エ・オブ
ジェ」では
欧州で実績のない当社製品でも、スムーズに多くのお
客様にご提案
可能なため、予想以上の結果を得ることが出来ました。

今後はマークス様と共に「欧州市場にマッチした商品
開発」を通じて売上の拡大を図っていきたいと考えてい
ます。

ﾀﾞｲｺﾞｰ株式会社
販売事業部 部長 藤田 様

<プロジェクト参加後のご感想>

欧州に３年間販売先を探していましたが、なかな
か
単品ベースでの商品紹介となってしまい現実に取
引に至るまでの話に発展しませんでした。
今回のプロジェクトでは、JAPANessenceというプロ
グラム及び見せ方の中、コンセプトも見せながら商
品紹介をして頂き、予想以上の結果を得る事がで
きました。

中でも日本では比較的注目度が低い商品が、
JAPANessenceのプログラムの中での見せ方だと
非常に高い人気を得た商品があり、驚きと共に今
後の欧州向けの提案の参考に非常になりました。
マーケティング報告についても、お客様の声が反
映されており、欧州で販売する為の有益なアドバイ
スを頂く事ができました。

株式会社学研ステイフル
トイホビー事業部 副部長 麻生 様

■ヤマト株式会社■株式会社学研ステイフル
<参加見本市>
2018年1月ﾒｿﾞﾝ・ｴ・ｵﾌﾞｼﾞｪ 、2月 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾜｰﾙﾄﾞ、ｱﾝﾋﾞｴﾝﾃ
<導入社数> 35社 <導入国数> 8か国

■ダイゴー株式会社

<プロジェクト参加後のご感想>

当社は欧州にディストリビューターが無く輸出を
通じて市場開拓を行ってきました。今後の販売増
強の為、欧州に現地法人を持ち、既に販売ルート
を構築されているマークス様にJAPANessence
参加をお願いしました。

欧州の実店舗からの反応を確認しつつ拡販を
実施頂き、他の展示会では得られない量のフィー
ドバックを頂きました。今後も引き続き販売店やエ
ンドユーザー様の反応を確認させて頂きつつ、
マークス様と共に販売増強を図っていきたいと考
えます。

ヤマト株式会社
リテール事業部 海外グループ
執行役員ゼネラルマネージャー

疋田 様
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