
入会（出店）をご希望される方は、裏面の「新規入会申込書」を記入
のうえ、上越市農村振興課または「上越特産市場」運営会社・ＪＣＣソ
フト㈱に申込書をＦＡＸ、メール、郵送にて提出してください。

〒943-8601 上越市木田1-1-3
上越市農林水産部農村振興課 販売促進係
TEL 025-526-5111(内線1276・1284)
FAX 025-526-6114                                                                                                
E-mail nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp

■申込方法

入会金無料！ （令和3年6月15日(火)までの申込みが対象）

上越産品に特化したインターネットショッピングモール

「上越特産市場」出店者募集

手続きは、裏面の「入会申込書」をご提出ください。

■入会金無料、商品掲載費の支援対象となる特別申込期限・・・令和3年6月15日(火)まで
→期限を過ぎての入会は、入会金5万円（税別）がかかります。
また、申込から、ページ作成、商品掲載完了、販売開始までは1か月程度かかります。
なるべくお早めにお申込みください！

◇◆提出先・問合せ先◆◇

〒942-0013 上越市黒井2598-30
ＪＣＣソフト株式会社 担当者 野口
（上越特産市場 運営会社）
TEL 025-544-6400 FAX 025-544-6301                                                                                                
E-mail support_jcc＠joetsu-tokusan.jp

「上越産品割引キャンペーン」を開催！
４月上旬から５月中旬、９月上旬から１２月中旬の２回を予定。

手続きは簡単！インターネット販売が初めての方でも安心です😊

「上越特産市場」とは…
平成28年4月に開設された
上越市内産品のみを取り扱う
インターネットショッピング
モール。令和3年2月末現在、
75事業者349商品を販売中。

↓上越特産市場はこちらから

■市の支援を受けられる事業者

上越市内の農業者等及び中小企業者（詳細は裏面をご覧ください）

商品説明作成、写真撮影は運営会社におまかせ！
（令和3年6月15日(火)までに申込み頂いた新規出店者が対象）

キャンペーンの商品代金割引相当額は上越市が負担！

一次募集 令和3年3月11日（木）～ 3月26日（金）締切

二次募集 令和3年4月15日（木）～ 4月28日（水）締切

三次募集 令和3年5月18日（火）～ 5月28日（金）締切

四次募集 令和3年6月 4日（金）～ 6月15日（火）締切

☝
☝

☝
☝

☝

スマートフォンのＱＲコー
ドリーダーまたはカメラで
読み込んでください。
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 人口減少に伴い、今後も既存商圏の顧客を対象にした事業者の売上

高が減少していくことが見込まれます。 

一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、家庭内での消

費が増え、インターネットショッピングの利用が伸びており、今後も

定着することが見込まれることから、「インターネット販売」は、市内

事業者の販路開拓、売上、所得の確保のために有効な手段といえます。 

市および運営事業者であるＪＣＣソフト㈱では、上越産品に特化し

たインターネットショッピングモール「上越特産市場」にて、‘入会

金無料’’商品掲載に要する費用’を支援するとともに、「上越産品販

売促進キャンペーン」（商品代金及び送料を割引し、割引相当額を最

大２割引を支援）を実施し、あわせて消費者の認知度を高めるため、

広告宣伝費も拡充して支援することで、市内事業者のインターネット

での販売活動を支援します。 

ぜひ皆さん、この機会を逃さず、こだわりをもって生産、製造した

優れた農林水産物、農林水産加工品、特産品を全国の消費者へお届け

してみませんか。 

 

 

 
  
 ①あなたの農産物等を全国に届けることができます          
  ・場所や移動の手間がなく、全国にアピールできます。 

  ・販売先が増えることで、売上の増加につながります。 
 
 

 ②自ら価格設定し、農産物等を消費者へ直接届けることができます   
  ・自ら価格設定し、中間マージンを抑えることで所得向上が可能です。 

  ・中間業者を挟まずに産地直送で消費者に直接届けられます。 

・生産者から消費者へ、こだわりや美味しい食べ方等の情報が直接 

伝達できます。 

・顧客からの感想を上越特産市場を通じて聞けることで、 

やりがいにつながります。 

・消費者と上越特産市場を通じて直接コミュニケーションが取れるため、 

リピーター化することで、売上の安定化につながります。 
 
 

■上越特産市場での販売促進キャンペーンにおけるコシヒカリの平均販売価格 単位：円 

 通常価格 

（税込・送料込） 

2 割引後 

（税込・送料込） 

生産者手取額 

（手数料 20％控除後） 

1 ㎏実質単価 

（送料抜） 

白米 10㎏ 7,108 5,686 5,102 510 
 
 
 

 ③農産物等をインターネット上で 24時間ＰＲできます        
  ・自慢の農産物をインターネット上で、24時間無休でＰＲする営業活動が可能になります。 

 
         

               

 
     
 

 １「上越市農産物等インターネット販売強化促進事業」とは       
 
 新型コロナウイルス感染の再拡大（第 3波）の影響で、牛肉、農林水産物、農林水産加工品、

特産品等の需要が低迷していること、コロナ禍で家庭での消費が増え、インターネットショッ

ピングの利用者が急増していることを踏まえ、新しい生活様式に対応した足腰の強い農林水産

業を確立するため、上越産品に特化したインターネットショッピングモール（上越特産市場）

における市内事業者（農業者等、中小企業者）の自社の市内農産物等（農林水産物、農林水産

加工品、特産品）の販売促進活動を上越市が支援する事業です。 
 
 
 

 ２「上越特産市場」とは                       
 
 「上越特産市場」は、上越市内で生産、製造されている食品

（農林水産物、農林水産加工品、特産品等）のみを販売してい

る、市内のこだわりの商品を集めたインターネットショッピン

グモール（インターネット商店街）です。 

令和 3 年 2 月末現在、市内の 75 事業者が 349 商品を販売中

です。 
 
 
 

 ３ 市の支援内容                          
 

  ⑴ 「上越特産市場」への入会金免除（5万円相当） 

  ⑵ 「上越特産市場」の「上越産品販売促進キャンペーン」で販売する、市内農産物等の商

品代金及び送料の割引相当額（2割引（予定）） 

  ⑶ 「上越特産市場」で販売する商品掲載に要する費用（商品説明作成費、写真撮影費等） 

   ※その他、市では「上越特産市場」の広告宣伝費を支援し、市内農産物等の販売を促進し

ます。 
 
 
 

 ４ 市の支援を受けられる市内事業者（以下のいずれも満たす方）   
 
  ・上越市内に住所または本社、本店、支社、支店、営業所等が所在する農業者等及び中小

企業者であること。 

  ・自社が生産し、または製造する農林水産物、農林水産加工品、特産品等並びに提供する

サービス等を「上越特産市場」において販売または提供することを希望する農業者等及

び中小企業者であること。 
 
 
 

 ５ 上越産品販売促進キャンペーンについて             
 

 以下のとおり実施予定です。（予告なく変更する場合があります） 

キャンペーン期間 割引率 
キャンペーンの 

対象産品 
目  的 

令和 3年 4 月上旬 

～ 5月中旬 ２ 
割引 

（予定） 

牛肉、農林水産物、農林水産

加工品、特産品 
コロナ禍で影響の大きい品目

に絞って実施 

令和 3年 9 月上旬 

～12 月中旬 
上越特産市場掲載全品 

地域間競争を勝ち抜くため、上

越産品全体としてのＰＲ・販売

促進を実施 

 

 

インターネット販売に取り組む意義 

インターネット販売の三つのメリット 

上越市の支援内容、支援対象者、キャンペーンとは 

上越特産市場 

はこちらから 

  

  スマートフォンのＱＲ
コードリーダーまたは
カメラで読み込んでく
ださい。 



〒

代表者性別

代表者メール
アドレス

代表者年齢 歳

事業者名

代表者役職・氏
名

事業者TEL （　　　　　）

フリガナ

昭和・平成

（　　　　　）
事業者FAX （　　　　　）

メールアドレス

商品名

上越特産市場　新規入会申込書

入会申込日

フリガナ TEL

担当者連絡先

令和　　年　　月　　日

代表者生年月日

フリガナ

（　　　　　）

FAX （　　　　　）

フリガナ

上越特産市場に出品を希望する商品

担当者在籍部署
の住所

〒

入会事業者名及び代表者連絡先等

年　　月　　日　 男 ・ 女

事業所住所

フリガナ

代表者携帯

◆新型コロナウイルス感染症の影響で、農産物、特産品等の販売等が低迷し、かつ上越特産市場への早期出店（4月中旬
頃）を希望する方は、以下のチェック欄に☑をご記入の上、販売低迷や在庫増加等の状況をご記入ください。（早期出店を
希望しない方は記入不要です）

当社はコロナ禍
の影響があるた
め、上越特産市
場への早期出店
（4月中旬頃）を

希望します

□
コロナ禍で農産物、特
産品等の販売が低迷し
ている状況をご記入く

ださい⇒

携帯 （　　　　　）
担当者部署・役

職・氏名

・飲食店向けの米の販売は激減したが、キャンペーンの効果で飲食店減少分は全て上越

特産市場で販売することができ、大変助かりました。（米農家）

・販売額が前年比20倍以上に増加し驚きました。米のほか、もちも売れました。(米農家)

・例年よりも多くのお客様に利用して頂け、嬉しかったです。（菓子製造小売）

・連日、全国から注文が入り大変ありがたかったです。（菓子製造小売）

・キャンペーンの割引販売で県外の方々からご注文頂き、参加して良かったです。

キャンペーンは消費者の購買欲を高める効果があったと感じています。（味噌製造）

・出店後1か月で既にリピーターの方もいて、販売促進キャンペーンをきっかけに地元の

方以外にも私達の商品を知ってもらい、食べて頂ける機会が得られました。（精肉小売）

上越特産市場出店者の声（前回〔R2.9.9～12.31〕の販売促進キャンペーンの感想）

上越特産市場取引条件

・入 会 金 令和３年６月１５日（火）までに入会手続きを済ませた市内事業者は入会金無料

（以降の入会申込みの場合、入会金５万円（税別）が必要です）

・商 品 登 録 料 １事業者３商品まで無料。４商品目から１商品につき５，０００円（税別）

・商品説明文章作成費 令和３年６月１５日（火）までに入会手続きを済ませた市内事業者は無料

（新規出店者に限ります。以降の入会申込みの場合、１商品につき１０，０００円（税別）が必要）

・商品画像・店舗撮影費 令和３年６月１５日（火）までに入会手続きを済ませた市内事業者は無料

（新規出店者に限ります。以降の入会申込みの場合、１商品につき５，０００円（税別）が必要）

・ヤマト運輸産直サービス登録料 １事業者につき５，０００円（税別）（全出店者必要です）

・掲 載 後 の 費 用 商品文章修正・変更料 １商品につき５，０００円（税別）

商品画像の変更料 １商品につき５，０００円（税別）

・販 売 手 数 料 販売額の２０％（クレジットカードの決済手数料含む）

・割引相当額の支援 上記キャンペーンにおける商品代金の割引相当額を市が支援

前回の上越産品販売促進

キャンペーン周知チラシ


