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「京都名品展 in マカオ」出展企業募集要領 

 

1. 趣旨 

マカオを代表する統合型リゾート施設「ギャラクシーマカオ」において京都物産の販売イ

ベントを開催し、現地に訪れる富裕層及び富裕ファミリー層向け京都物産 PRを行うととも

に、一部 B to B商談会を交え、マカオ・香港市場への販路拡大を図る。 

またイベント終了後、現地高級ホテル内小売店舗「特設コーナー」に出展商品を陳列・販

売し、継続的な商品 PRを実施する。 

 

2. 概要 

（1） 主催 

京都中央信用金庫、華建健康産業聯盟、元暉綜合商業服務株式会社 

 

（2） 共催 

銀河娯楽集団（ギャラクシー・エンターテイメント） 

 

（3） 後援（予定） 

京都府、公益財団法人京都産業２１、京都商工会議所 

 

（4） 日程 

2018年 11月 23日（金）～25日（日） 3日間 

 

（5） 場所 

ギャラクシーマカオ（Galaxy Macau） 施設内イベントスペース 

（住所：Galaxy Macau, COTAI, Macau） 

【ギャラクシーマカオ 概要】 

 銀河娯楽集団（ギャラクシー・エンターテイメント）が経営するホテル、ショッ

ピングモール、レストラン、劇場、カジノ等が一体となったマカオ最大級の統合型

リゾート施設。 

「オークラ」「リッツ・カールトン」「バンヤン・ツリー」「ギャラクシー」「マリオ

ット」「ブロードウェイ」の 6つのホテルが入り約 4,000室を擁するほか、10万㎡

の商業エリアには高級ブランドなど約 200店のショップと 120店以上の飲食店が入

っている。 

 

（6） ターゲット 

現地を訪れる富裕層・富裕ファミリー層 

 

※B to B商談会については、香港・マカオのバイヤーや主催者側企業との商談を予定。 
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3. 出展募集内容 

（1） 応募資格 

マカオ・香港をはじめ、中国本土・東南アジア市場等への販路拡大に意欲があり、京都

府内に本社又は主たる営業所を有する企業・事業者・団体であること。 

 

（2） 募集内容 

対 象 品 目：食品全般（菓子類、酒類、その他加工食品 等） 

       ※常温にて輸送・販売ができるもので、賞味期限が 3 ヵ月以上のもの。 

        但し、3ヵ月未満の商品については別途相談可。 

工芸品、日用品、化粧品等 

 

募集企業数：20社程度（増減には対応を予定） 

 

（3） 出展条件 

① 開催全日程に現地でのアテンド（現地販売等）が可能であること 

② 日本からマカオへ輸出可能な商品を出品できること 

※出展申込書提出前に、出品商品のマカオへの輸出入可否について調査の上、お申込み

下さい。 

【マカオの関税及び輸入規制】 

関  税：基本的にはアルコール度数 30度以上の商品以外には関税が掛かりません。 

証 明 書：果物、生ものについては商工会議所発行の「衛生証明」及び「原産地証明」 

       が必要になります。 

      産地規制：※下記表を参照 

    〈輸入規制措置の内容〉       

対  象 品  目 規制内容 

福島県 

野菜、果物、乳製品、食肉・

食肉加工品、卵、水産物・

水産加工品 
輸入停止 

9都県（宮城、茨城、栃木、

群馬、埼玉、千葉、東京、

新潟、長野） 

野菜、果物、乳製品 

食肉・食肉加工品、卵、 

水産物・水産加工品 

放射性物質検査証明が必要 

山形県、山梨県 

野菜、果物、乳製品、食肉・

食肉加工品、卵、水産物・

水産加工品 
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③ 「京都」をテーマとした催事に適した商品を出品できること 

※他府県の名産品、他府県企業の商品等、本事業による販売にふさわしくない商品につ

いては、申込みを御遠慮いただきますようお願いします。 

④ 主催者が指定する企業・代理店等を通して輸出を行うこと 

⑤ 中華人民共和国、マカオ特別行政区及び日本の法令に違反しないこと 

⑥ 販売条件（消化仕入方式）に同意いただけること 

 

 

（4） 募集期間 

 2018年 8月 6日（月）～31日（金） 

 

 

（5） 選考 

 主催者及び共催者による選考にて、出展可否を決定いたします。 

【選考基準】 

 ・海外消費者におけるニーズの有無 

 ・京都をテーマにした催事に適した商品であること 

 ・マカオにおける販売適正（賞味期限、価格、マカオでの消費者ニーズ） 

 ・イベント全体の出品商品のバランス 

 

 

4. 出展費用 

（1） 出展企業の負担 

➢ 貴社スタッフの渡航・現地宿泊費 

➢ 貴社から国内代理店指定倉庫までの国内輸送費 

➢ 海外輸送費（代理店にて各出展商品を取りまとめて発送、個別に請求を予定） 

➢ 主催者指定代理店への販売手数料（売上の 30％） 

➢ 各参加企業スペースの独自装飾費用 

➢ イベント会場での商品盗難、破損、消耗等による損害に対する保険 

➢ その他個別に発生する費用 

※出展料は無料としています。 

 

（2） 主催者の負担 

➢ 会場設営費 

➢ 販売員雇用費 

➢ 現地広告宣伝費 

➢ 全体調整、運営管理費 
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5. イベント終了後「特設コーナー」商品陳列・販売 

本イベント終了後、主催者である「華建健康産業聯盟」のグループ企業が、現地高級ホテル・

モール内で経営するクールジャパン商品専門小売店舗に特設コーナーを設置し、引続き出展

商品の現地販売・PRを行います。 

 

【留意点】 

➢ 本イベントへの出展商品を対象とします。 

➢ 原則、陳列商品に対する販売条件については「消化仕入方式」とします。 

※一部、食品等で、主催者側「元暉綜合商業服務株式会社」の条件と合致するものにつ

いては、「買取り」による商品陳列も別途相談させていただきます。 

➢ 商品が複数ある場合、主催者側による陳列商品の絞り込みを行います。 

➢ 商品の取扱量・個数については主催者側より提示を行い、出展企業と相談させていただ

きます。 

➢ 販売状況に応じて主催者側が追加発注の可否を決定します。 

➢ 「特設コーナー」を設置する高級ホテル内小売店舗については、主催者側の決定による

ものとします。 

 

 

 

6. 出展のメリット 

（1） マカオにおけるイベント効果 

マカオへは年間 3,000万人の観光客が訪れ、その多くが中華圏・東南アジアよりの富裕

層・富裕ファミリー層で構成されています。そのマカオにおいて最大級の統合型リゾー

ト施設であるギャラクシーマカオでのイベント出展により、富裕層マーケットへの効果

的な商品プロモーション・知名度向上が期待されます。 

 

（2） 「特設コーナー」での商品陳列 

イベント終了後の「特設コーナー」での商品陳列・販売により継続的な商品 PRを実施

することができます。 

 

（3） 現地企業・バイヤーとの商談 

開催期間中に一部 B to B商談会の実施を予定しており、現地企業やバイヤーとの具体的

な商談が期待できます。 
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7. 今後のスケジュール（予定） 

日程 実施事項 

8月 6日（月）～8月 31日（金） 出展企業募集 

9月初旬 出展企業決定・選考結果通知 

9月中旬 出展者説明会 

10月下旬～11月上旬 商品出荷 

11月 22日（木） 前日設営 

11月 23日（金）～25日（日） 開催 

 

8. 留意事項 

（1） 販売スペースの配置・サイズについては商品の種類等を考慮し、主催者が決定します。 

（2） 銀河娯楽集団（ギャラクシー・エンターテイメント）との調整上、イベントフロア等が

施設内にて変更になる可能性があります。その場合には主催者より速やかに連絡させて

いただきます。 

（3） 本事業は、海外市場開拓に取り組む意欲のある府内企業の皆様に、商品のＰＲ及び実践

的な市場調査の機会を提供させていただくものであり、イベント後のフォローアップを

はじめ、継続的に海外市場開拓を推進できる人員体制にて取り組んでいただくようお願

いします。 

（4） 全体設営・装飾及び基本備品の設営は主催者側にて実施し、出店商品の陳列等、その他

の設営は出展者で行っていただきます。開始時刻までに、陳列等を完了させてください。 

（5） 原則、会場での調理はできません。 

（6） 原則、会期中の撤収は認められません。 

（7） 出展者には、成果等を把握するために実施するアンケートに回答いただきます。 

（8） 全体設営・装飾の撤去は主催者にて行い、個別装飾・備品等の撤収は出展者で行ってく

ださい。なおイベント終了後、「特設コーナー」へ陳列を行う商品以外については、出

展者にて撤去いただきます。 

（9） 主催者は会場の管理・保全について、事故防止に細心の注意を払いますが、商品及び資

材などに生じた盗難、紛失、破損や出展者が展示ブースを使用することにより発生した

人的災害など、あらゆる原因から生ずる損失又は損害について一切責任を負わないもの

といたします。 

（10） 主催者は、主催者の責に帰すことのできない事由による出展者と商談者のトラブルにつ

いては、一切責任を負わないものといたします。 

（11） 主催者の責に帰すことのできない事由によって、本イベントが中止・中断された場合、

これによって出展者に生じた損害について、主催者は一切責任を負わないものといたし

ます。 

（12） 開催期間中は主催者の指示に従っていただきます。 
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9. 参加申し込み後のキャンセルについて 

参加申し込み後にキャンセルされた場合は、やむを得ない場合を除き、主催者が開催準備の

ために支出した経費の実費を負担いただきます。 

 

10. 情報公開・広報 

出展企業・商品は記者発表等で公開いたします。また、提供いただいた写真等の資料につい

ては、本イベントＰＲのため、各種広報媒体に掲載する場合があります。 

 

11. 知的財産保護 

主催者及び共催者は、参加物等の知的財産に係るトラブルが発生した場合、一切責任を負い

ません。出展者は必要に応じて、自己責任の下、事前に知的財産権の保護対策を行ってくだ

さい。 

 

12. その他 

出展に関する詳細事項については、出展者説明会にてお知らせします。 

本要領に定めのない事項が発生した場合、主催者と出展者が協議のうえ決定します。 

 

13. 申込方法 

「出展申込書」及び「出展商品リスト」に必要事項を記入のうえ、下記の申込先まで、Eメ

ールにてお申し込みください。尚、Eメールの件名・タイトルを「京都名品展申込み」として

送付ください。 

【申込期限】 

 2018年 8月 31日（金） 17時必着 

 

【申込先】 

 京都中央信用金庫 証券国際部 アジアデスク 

 Eメール：shijoeigyo@kyoto-chushin.jp  

 担当：山下 

 

 

ご不明な点等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。 

〈お問い合わせ先〉 

京都中央信用金庫 証券国際部 アジアデスク（担当：山下） 

TEL：075-223-8241 FAX：075-221-0572 Eメール：shijoeigyo@kyoto-chushin.jp 

  

※当金庫の各本支店においてもお問い合わせを受け付けいたします。 

 

 以上 

mailto:shijoeigyo@kyoto-chushin.jp

