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中小企業庁 東日本大震災被災地支援 中小企業応援モールプロジェクト 

 参加中小企業者応募要項 

 

中小企業庁は平成23年度以降、東日本大震災に被災され販路を失った中小企業者を対象

に、インターネットモールでの販路開拓支援事業を展開して参ります。 

本事業への参加者を下記のとおり募集します。 

 

記 

 

事業概要 

1.本事業の目的 

東日本大震災により販路を喪失した中小企業者が多数発生しましたが、これらの中小企業

者の事業活動の回復は、未だ厳しい状況が続いております。このため、中小企業庁は、被

災地域の中小企業者が、喪失した販路にかわる新しい販路を開拓する事が重要であるとの

観点から、インターネット事業者と連携し、被災地域の中小企業者に対し、インターネッ

トを活用した販路の開拓に取り組めるよう、インターネット販売における基礎知識やノウ

ハウを学ぶ研修会の開催や、インターネットモール上での販売等の支援を行います。被災

地域の中小企業者がインターネットを活用した新たな販路開拓を実現する事を本事業の目

的とします。 

2.サービス概要 

①無料研修会開催 

インターネットモールへの出店という新しい販路を活用してビジネスを開始するに当たり、

研修（6ページ『研修機会の提供』部分参照）を参加費無料で実施致します。開催スケジュ

ール等詳細は本事業特設サイト(URL http://www.ouen-netshop.jp/)、もしくは中小企業応

援モールプロジェクト事務局（以下、運営事務局）までお問い合わせ下さい。 

②提携インターネットモールへの出店料全額補助 

本事業は「47CLUB」｢楽天｣「Yahoo!」いずれかのインターネットモールへの出店料を、最

大 3 カ月間、全額補助いたします（出店までの準備期間の長さにより、実際の出店期間は

異なります）。 

3.特設サイト概要 

①特設サイトの役割 

本事業の概要からスケジュール、事業への応募方法（フォーム）、応募に必要な条件などを 

お伝え致します。 

②名称 

～東日本大震災被災地支援～ 

中小企業応援モールプロジェクト あなたもショッピングサイトのオーナーに 
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③ＵＲＬ 

http://www.ouen-netshop.jp/ 

 

 

4.スケジュール（予定） 

 
           ※上記スケジュールは予定であり、変更の可能性がございます 

 

 

事業参加の諸条件 

1. 本事業登録資格 
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本事業への参加対象者は、次のすべてに該当する方です。 

・参加事業者は、「中小企業基本法第２条」に規定する中小企業者であって、「東日本大

震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号）

第２条第３項」の規程により政令で定められた特定被災区域に所在し、かつ震災の被害

を受けたものとします。定款や罹災証明、売上の減少を示す書類等により対象となる事

業者か否かを判断致します。 

・特定被災区域に所在の中小企業者（支店・営業所を持つ事業者も対象とします）。 

 《特定被災区域一覧》 

県名 特定被災区域 

青森県 八戸市、三沢市、上北郡おいらせ町、三戸郡階上町 

岩手県 盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、

陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、岩手郡雫石町、同郡葛

巻町、同郡岩手町、同郡滝沢村、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、和賀郡西和

賀町、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、

下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡軽米町、

同郡野田村 同郡九戸村、同郡洋野町、二戸郡一戸町 

宮城県 仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、

岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、刈田郡蔵王町、同郡七ケ宿

町、柴田郡大河原町、同郡村田町、同郡柴田町、同郡川崎町、伊具郡丸森

町、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ケ浜町、同郡利府

町、黒川郡大和町、同郡大郷町、同郡富谷町、同郡大衡村、加美郡色麻町、

同郡加美町、遠田郡涌谷町、同郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 

福島県 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、

相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、

同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、南

会津郡下郷町、同郡檜枝岐村、同郡只見町、同郡南会津町、耶麻郡北塩原

村、同郡西会津町、同郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡

湯川村、同郡柳津町、大沼郡三島町、同郡金山町、同郡昭和村、同郡会津

美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川

郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川

村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、

双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡

双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村 

茨城県 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田

市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市 ひたちなか

市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがう

ら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、古
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河市、結城市、坂東市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂

郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相

馬郡利根町 

栃木県 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、

那須烏山市、足利市、佐野市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、

同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町 

埼玉県 久喜市 

千葉県 千葉市、旭市、習志野市、我孫子市、浦安市、香取市、山武市、銚子市、

市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、

富里市、匝瑳市、山武郡九十九里町、印旛郡酒々井町 同郡栄町、香取郡

神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡大網白里町、同郡横芝光町、長

生郡白子町 

新潟県 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町 

長野県 下水内郡栄村 

 

・特定被災区域で生産、製造業を営む中小企業者。 

・インターネット上で商品の受注、発送手続きができる中小企業者。 

・商品等の購入者に対し、責任を持った対応が迅速かつ的確にできる中小企業者。 

※出店者の方には、商品ページの作成や編集、商品の受注確認、発送手続きをしていただ

くことになりますので、身近にインターネット環境があることが必須となります。 

 

2. 本事業での販売可能条件 

本事業での販売可能品目の条件については下記のとおりです。 

①特定被災区域で生産・製造された農林水産物、加工品、工芸品など地域産品。 

②特定被災区域の中小企業者が製造した製品・商品や伝統工芸品。 

③下記販売禁止商品を除く 

・法令で販売、所持が禁止されている商品 

・犯罪その他の違法行為に悪用される恐れがあるもの 

・他社の権利、利益を侵害する恐れのあるもの 

・商品に関する契約等で譲渡、転売が禁止されている商品 

・危険物 

・公序良俗に反するもの 

・青少年の保護育成上望ましくないと認められるもの 

④事前に免許等による確認が必要な商品について 

・アルコール酒類全般[提出書類：種類販売免許] 
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・古物(アンティーク)[提出書類：古物商免許] 

・刃物[提出書類：販売商品情報(改正銃刀法で所持禁止されているものは販売不可)] 

・健康食品/化粧品/医薬部外品[健康食品・化粧品・医薬部外品等取扱商品表記に関する誓

約書] 

・興業やイベント等のチケットなどに類する金券 

⑤原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限及び摂取制限等の指示に伴う対応について 

本事業では、食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性物質が検出され、原子力災害特

別措置法に基づき国から出荷及び摂取制限等の指示があった食品につきまして、以下の

対応をしております。消費者の食の安全維持と、生産者への風評被害を防ぐための対応

とご理解下さい。 

・出荷制限及び摂取制限等の指示のあった食品を取り扱う店舗に対し、その制限が解除さ

れるまでの間、商品ページの非表示や購入ボタンを非表示にすること等による販売自粛

をお願い致します。 

・安全が確認され、出荷制限等が解除された食品を販売する店舗に対し、安全性が確認済

である旨の商品ページ等への表示をお願致します。 

※出店するインターネットモールによってポリシーが異なりますので、出店を希望される

下記、インターネットモールの出店規約は必ずご確認下さい。 

 47CLUB；http://www.47club.jp/cNGq7spA/m/pdf/kiyaku20091001.pdf 

楽天；http://www.rakuten.co.jp/ec/attention/ 

Yahoo!；http://business.yahoo.co.jp/commerce/guideline/ 

 

3.事業説明会研修会開催 

平成24年4月下旬より特定被災区域に指定されている10県24会場で、事業説明会研修会(本

事業の説明、インターネットモールへの出店に向けた基礎知識習得が目的)を実施致します。

本事業への参加を希望する中小企業者は本説明会研修会にご出席下さい。但し、事業参加

申込の必須条件とは致しません。説明会研修会を経ない場合は、本事業特設サイト(URL 

http://www.ouen-netshop.jp/から申込書をダウンロードし、所定の方法でお申し込みくだ

さい）。 

開催日程に関しては本事業特設サイト(URL http://www.ouen-netshop.jp/)、もしくは各地

方紙による告知広告をご確認下さい。 

開催日程(予定)：平成24年4月26日～5月下旬 

開催会場(予定)：10県24会場 

青森県  八戸市（1会場） 

岩手県  宮古市、大船渡市、一関市、盛岡市（4会場） 
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宮城県  大崎市、仙台市、石巻市、白石市（4会場） 

福島県  福島市、郡山市、いわき市、会津若松市（4会場） 

千葉県  東金市、船橋市、成田市（3会場） 

栃木県  佐野市、大田原市、真岡市（3会場） 

茨城県  水戸市、つくば市（2会場） 

長野県  下水内郡栄村（1会場） 

新潟県  十日町市（1会場） 

埼玉県  久喜市（1会場） 

 

4. 本事業への申込受付 

本事業に参加する為の登録申込締切は平成24年5月31日（予定）となります。 

罹災状況や、参加申込書記載事項（商品概要、PRポイント等）を踏まえて、 

外部有識者からなる審査委員会による厳正な審査の上、本事業への参加中小事業者を選定

します。 

 

5. 審査会の実施 

平成24年5月31日（予定）までに申込書を受理してから、外部の有識者からなる審査委員会

による審査をさせていただきます。審査の結果、本事業への参加ご希望に添えない場合が

あります事をお許しください。また、審査内容に関するお問い合わせには一切お答えする

事ができません。審査会結果については、運営事務局より申込者へ連絡致します。 

※審査会を通過した事業者は、事業参加資格は認められますが、その後、各インターネッ

トモール事業者（「47CLUB」「楽天」「Yahoo!」）独自の出店規約に基づく審査がござい

ます。審査の結果、出店を希望するインターネットモールへの出店希望に添えない場合が

あります事をお許し下さい。なお、こちらの審査内容については、運営事務局は関知致し

ません。 

 

 

サービス内容 

□研修機会の提供(＝研修会への無料参加) 

1.出店準備研修会 

上記、審査会を経て本事業への参加が決定した中小企業者に対して、出店準備研修会(イン

ターネットモールへの出店に際し、必要な基礎知識、スキルの習得)を開催致します。参加
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案内に関しては、地元地方新聞社よりメールにてご案内致します。 

開催日程(予定)：平成24年6月25日～7月中旬 

開催会場(予定)：20会場、開催地未定(本事業参加事業者所在地を確認した上で決定) 

2.ＥＣセミナー実践編 

下記、各参加事業者が出店を希望するインターネットモールでの出店審査、出店準備、開

店作業が終了し、インターネットモールでの出店が始まった後にＥＣセミナー実践編(イン

ターネットショツピングで売上を上げる為のノウハウの取得)を開催致します。参加案内に

関しては、地元地方新聞社よりメールにてご案内致します。 

開催日程(予定)：平成24年9月2日～9月下旬 

開催会場(予定)：10会場、開催地未定(本事業参加事業者所在地を確認した上で決定) 

 

 

□販路の提供(＝提携インターネットモールへの出店) 

1. 各提携インターネットモールへの出店の流れ  

 

【7月中旬予定】   【7月下旬】     【8月上旬】    【8月中旬～下旬】 

 

 申込～出店に関する詳細に関しましては、各インターネットモールにお問い合わせいた

だくか、下記説明ページにてご確認下さい。 

47CLUB；http://www.47club.jp/cNGq7spA/m/pdf/kiyaku20091001.pdf 

楽天；http://www.rakuten.co.jp/ec/attention/ 

Yahoo!；http://business.yahoo.co.jp/commerce/guideline/ 

 

 

お申込み
審査
ご契約

47CLUB
ID/パスワード
発行

開店準備 ショップ開店

お申込書、その他必要書類を
所定の送付先へ送付して下さい。

システムをご利用
いただけるように
なります。

事前に用意した
文章や画像を
システムに登録
します。

いよいよ開店です！
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2. 各提携インターネットモールへの出店申込 

審査会を通過した中小企業者は出店を希望する提携インターネットモールへの申込が可能

となります。平成24年7月15日までに申込書に不備の無い状態で、各インターネットモール

での申込書受理が完了すれば、8月中旬に開店できます。 

 

3. 各提携インターネットモールによる個別出店審査 

申込書を不備の無い状態で頂いた後に、各インターネットモールにより独自の出店審査を

行います。審査の結果、出店を希望するインターネットモールへの出店希望に添えない場

合があります事をお許し下さい。また、審査内容に関するお問い合わせには一切お答えす

る事ができません。尚、各提携インターネットモールで条件が異なりますので、必ず各イ

ンターネットモールの出店規約をご確認下さい。 

 

4.必要経費について 

本事業を通じて出店する提携インターネットモールへの出店料に関しては、原則運営事務

局での負担と致します。尚、以下の項目については各出店中小企業の費用負担となります

ので、予めご了承ください。 

①クレジット決済利用の場合のクレジット手数料、トランザクション料 

②売上代金に応じたロイヤルティ 

※出店するインターネットモールによって条件が異なりますので、出店を希望されるイン

ターネットモールの出店規約は必ずご確認下さい。 

 

5. 売上代金の清算方法 

売上に伴う決済は、購入者が選択した決済方法により異なります。 

 

 

 

必要書類 

1. 本事業への参加に際し必要な書類 

以下のURLにアクセスし、申込書をダウンロードの上、必要書類と合わせて事務局まで郵送

下さい。 

http://www.ouen-netshop.jp/ 

【必要書類】 

・印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)の写し 

・免許書(製造・販売等)、許可証(営業許可証等)等の写し 
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※健康食品、医療品、医薬部外品、化粧品、医療機器等を取り扱う場合は免許証の写し、

加工食品の場合、営業許可証または営業開始届けの写し（仕入れ販売の場合除く） 

 

・商業登記簿謄本(3ヵ月以内に発行されたもの)の写し 

・罹災証明書の写し、売上の減少を示す書類の写しのいずれか（もしくは両方） 

・参加申込書（会社名、会社概要、商品名、価格、PRポイント等） 

※ご提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。 

 

その他 

1.アンケート提出について 

平成24年11月上旬に運営事務局よりメールにて、本事業に関するアンケートを送付させて

頂きます。本事業に参加された中小企業者は本アンケートへ記入の上、平成24年11月末日

までに運営事務局までメール(jimukyoku@ouen-netshop.jp)にて返信をお願い致します。本

アンケートは、今後の特定被災区域支援、中小企業者支援に役立てて参りますのでご協力

下さい。本アンケートの入力・返信を本事業の参加条件とさせて頂きます事をご了承くだ

さい。 

 

2. 申込書提出先・問合せ先 

中小企業応援モールプロジェクト運営事務局 

〒105-0021 

東京都港区東新橋2-4-6 7階 

TEL：03-5408-1014 （受付時間：土日祝日を除く平日 10：00〜17：00） 

FAX：03-5408-1015 

 

3.事業終了日 

平成 24 年 11 月 30 日（予定） 


