
出品事業者募集のご案内

ネット販売支援事業

伴走型

2020年 出品募集要領

事務局サポー ト :
サイ ト運営   :

ブルームーンパー トナーズ株式会社

株式会社ふるさとサービス



【募集概要 】

募集対象 0「ふるさとクロス」を活用したネット通販サイ トに特設ページを設
け、販路拡大のツールとし、産地直送方式で売上向上に取り組もうと
考える事業者

0や り取りは全てメールとなる為、環境が整つている事業者

募集商品

※出荷方法により

異なります。

(食品・非食品問
わず)

【事業者様伝票発行】

0販売価格 上代制限無 ※送料を含む価格でご応募ください

0商品画像提供可能商品

●賞味期間3日 以上 ※発送日より数えて

0自社で伝票を発行して出荷できる商品 ※全国一律送料の商品のみ

01事業者2商品まで ※今回の公募期間中

注意事項

※必ず御了承の上

ご応募下さい。

■登録の際の連絡先は、必ず出品者本人と連絡が取れる情報を入力して下
さい。(特にメールア ドレス・電話番号)

代理人並びに連絡がつかない情報はご遠慮ください。

■掲載後すぐに販売中止並びに在庫切れ等が想定される商品の登録はご遠
慮下さい。今後お取引をお断りさせていただく場合があります。

■販売時に事故 (発送遅延・誤発送 日事前連絡無しの在庫切れ)が発生した

場合、一時掲載を中止させて頂きます。更に改善が見込めない場合は、お
取引をお断りさせていただく場合があります。

■各種手数料 B広告費等を考慮し、お取引条件によっては販売価格を変更
させていただく場合があります。
なお、卸価格は承諾を頂かない限り変更いたしません。

日本店以外の各モールでの販売は、弊社規定により選定させていただいて
おります。お取引条件によつては、すべてのサイ トで販売できない場合が

あります。

■販売促進活動の一環で割引やキャンペーンなどを実施し、販売価格を一

時的に変動させる場合があります。なお、承諾を頂かない限り販促費用は
弊社負担となります。

■軽減税率対象商品の場合、卸価格に対して8%の税率でお支払します。商
品代金と送料を別けて計算いたしませんのでご了承ください。

■事業者様伝票発行の場合、Internet Explorer[イ ンターネットエクスプ
ローラー]が使用できるパソコン環境が必要となります。

【お問合せ先 】

伴走型ふるさとクロス出品登録事務局 (ブルームーン′洋トナーズ硼内)

〒900H0004那覇市銘苅2-3中 1メカル ヨン ゴ 404号室

E―mail:

TELi098-927-7207
FAX:098-993-7607
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応募方法・

掲載まで
の流れ

①下記URLより[事業者情報][商品情報]をご登録ください。

https://、
―

.furusato― stco.ip/appli/XXX

《ご用意いただく必須資料》
ヽ

品質表示ラベルロ配送荷姿・賠償責任保険加入者証等の画像

注1:ご用意いただく資料はすべて提出が必須となります。
万が一入力の際に添付が出来ない場合は、別途事務局宛にメールでお送りく
ださい。

注2:生産物日製造物賠償責任保険加入者証等の写しについて

出品には生産物田製造物賠償責任保険(PL保険等)の加入が必須となります。
万が一ご加入になつていない場合は、加入後に申し込みをお願いいたします。
その際、加入者証が届くまでお時間がかかりますので加入申込書の控え又は

領収書をご提出頂ければ、加入済みとして受付をさせていただきます。

注3:資料は鮮明な物をご提出ください。
ばやけていたり読み取れない場合は、再提出をお願いいたします。

②商品審査

審査の際に出品希望の商品をお送りください。
(事務局からご案内があるまでは送付しないでください)

なお、商品は必ず実際にお客様にお送りする内容B梱包状態でお送りください。

③審査結果のご連絡
商品毎にメールでご案内いたします。

④掲載作業

⑤サイト掲載報告
掲載後のご連絡となりますのでご確認ください。

出品受付～掲載までのスケジュール

1週 2週 3週 4週

※繁忙期や応募多数の場合、上記スケジュールよりずれ込む事もあります。
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審査期間

出品受付

出品登録

ページ制作

販売開始



募集予定数 20商品 (先着順となりますので上限に達した場合は募集を締め切ります)

募集期間 2020/ 8/17(月 )13:00～ 2020/ 9/14(月 )15:00まで

出品に係る

費用 【事務局負担】

0ウェブ作成に係る編集業務と製作費

0ウェブ掲載後の運用全般
(受発注、掲載、商品管理、決済、お客様対応)業務と費用

●クレジットカード決済手数料

●商品の仕入れ B支払い業務と費用

【事業者様負担】〔申込費用B出 品費用は無料〕

●掲載用画像の提供

●掛け率での卸価格提供

※掛け率はご相談の上調整いただく場合もありますが

まずは希望価格でお申込みください

●売上金振込手数料

0その他個別の事由により計上される費用等 (商品相違・クレームなど)

【サイトイメージ(本店)】 【商品ページイメージ】
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【出品禁止商品】

1)法令で販売及び所持が禁止されている商品
L日 本国内関連法規及び条例で販売を禁止されている商品
出銃砲類、刀剣類
日麻薬、覚醒剤、向精神薬などの薬物
日盗品及び盗品と疑わしき商品
日薬事法でネット上での販売を禁止されている医薬品、化粧品及び健康食品
日法令で許可された検査機関の認証を受けない身体機能検査キット
ロワシントン条約、種の保存法等の条約・法令で取引が禁止されている動植物
口不正改造自動車及び自動二輪車類
・児童ポルノ

※開運、魔除け等の神秘性商品は、効果日効能を合理的・具体的に証明できない場合
公正取引委員会の景品表示法及び関連法規に抵触する恐れがあります。

2)販売に許認可や資格が必要な商品の無許可販売
・有価証券、商品先物取引、保険、債権などの金融商品
日不動産
・吉物
口国内法令に準拠していない海外からの輸入商品

3)公序良俗、モラルに反する商品
日盗撮写真、盗撮ビデオ、及び盗撮目的の録音口録画機器類
日使用済みの下着日制服・水着日体操服等
日犯罪行為やテロ行為の手引き、その他犯罪性の高い商品や犯罪行為を誘発する恐れの

高い商品
Eモザイク除去機器
日暴力団、テロ組織等の反社会集団に関係する商品
・人体へ刺激、興奮、精力増強等をもたらすことを目的とした商品(合法/月見法ドラッグ、
ハーブ、薬物、精力剤、媚薬など)

4)第二者への譲渡・転売が禁止されている商品
日預貯金口座、証券口座
・通帳、キャッシュカード、クレジットカード、ローンカード等
日開通済みの携帯電話、PHS等

5)悪用される恐れのある商品
・免許証、パスポート、健康保険証等の身分証明書
日個人情報、及び個人情報が含まれた情報媒体
日官公庁、企業のID E制服日入館証ツ ッヾチ類

6)青少年の保護育成上ふさわしくない商品
ロアダルトグッズ
E条例等で青少年への販売が禁止されているビデオ、DVD、 写真集、ゲームソフト、
書籍、雑誌等

7)危険物
口爆発物、高圧ガス等の危険物
日毒物、劇物
ロスタンガン、催涙スプレー、警棒等、武器として使用されるおそれのあるもの

(護身目的の商品もご遠慮いただいております)
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【事業者様伝票発行 】を選択された事業者様

受注～決済
までの流れ

①ご注文が入りましたら、メールにてお客様情報と合わせてご連絡します

②メール到着後、在庫確認をお願いします
※原則発注メールから4営業日以内に出荷してください
※欠品などですぐに出荷できない場合はご連絡ください

③発注メール内の注文内容確認ページにログインし伝票発行をお願いします
商品の準備が整い次第、商品発送をお願いします
※ログイン用ID&PASSは掲載連絡時にお知らせします

④発送が完了したら注文内容確認ページURLより出荷報告をしてください
お客様へ出荷連絡をさせていただきます
※出荷報告は必ず出荷後すぐに行つてください

⑤指定締日に事務局より「支払通知書」を発行いたします
※納品書日請求書のご発行は不要になります

⑥指定振込日に事務局よりお振込み致します
※振込手数料は事業者様負担となります

※支払は発送 日を基準に月末締めの翌月末払いとなります

※軽減税率対象商品の場合は卸価格に対して80/oの税率でお支払します

商品代金と送料を別けて計算いたしませんので予めご了承ください

配送料金 配送料金は事業者様が契約されている運送会社との契約費用から算出し
上代口下代に含めて(送料込み)ご申請ください。
大きさ別・距離別等、購入時に送料を変動させる事ができませんので、全国―

律の送料設定でお願いいたします。

[過去の配送実績比率]北海道 5%・ 東北 7ワる日関東 40%・ 北陸中部 15%
関西 140′もE中 四国 8%・ 九州 10%・ 沖縄 1%

メール

(お客様情報連携 )
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お買上げ

メール・電話

出荷連絡

商品到着
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商品代金

収納
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受 注

在庫確認

<ご注文～お支払までの流れ>
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⑥ ご入金



【ニッポンセレクト伝票発行 】を選択された事業者様

受注～決済
までの流れ

①お客様のご注文が入りましたら、メールにてご連絡します

②メール到着後、在庫確認をお願いします
※原則発注メールから4営業国以内に出荷して下さい

※欠品などですぐに出荷できない場合はご連絡下さい

③お客様情報が入つた送り状を、ヤマト運輸 (株)が発行し集荷に伺います
※原則発注メールが送られた翌日又は翌々日に集荷に伺います

④ヤマト運輸(株)が集荷に来ましたら、梱包した商品をお渡しください
※準備ができてない場合は集荷スケジュールを集荷担当者と直接お話しください

⑤指定締日に事務局より「支払通知書」を発行いたします
※納品書日請求書のご発行は不要になります

⑥指定振込日に事務局よりお振込みいたします
※振込手数料は事業者様負担となります

※支払は出荷日を基準に月末締めの翌月末払いとなります

配送に

関して

【配送料金】

配送料金はご注文時にお客様よリー定料金を頂いております。
実質それ以上かかった送料は、ニッポンセレクト.∞mが負担している為、基本事業者
様負担はございません。 ※商品不備による再送の際は事業者様負担となります。

【配送伝票】

ヤマト産直システムの登録にはお時間を頂いております。
掲載までに登録が間に合わない場合は、弊社物流代行会社 [(株)仲 山商事]より配
送伝票をお送り致しますので、届いた伝票を使用してください。

なお、2020年 7月 以降に出品 した商品が販売された場合は、伝票発行手

数料 (枚数毎)と して220円 (税込)を請求いたします。 (売上から相殺 )

<受注～決済までの流れ>
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⑥ ご入金


