
銀座NAGANOの物産販売の状況について

一社）長野県観光機構 銀座NAGANO
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銀座NAGANO 店舗運営事業は・・・

コロナに怯え、今までにない戦略を模索

・2020年4月9日～5月31日 休業
・2021年4月25日～6月4日休業
・バルカウンター2021年4月～10月休業
・閉店19時までの時短営業

購買方法が変化する中・・・

・しあわせお届便（コレクト便）強化
・送料無料キャンペーン
・家食・家飲み商品強化 などを実施。

長野県産品のブランド向上とファンの獲得

With コロナの今、

来店されるお客様は何を求めているのか？
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故郷・出身地での思い出の味が食べたい！
懐かしみたい！

ここだからこその品種の多さ、産直の安心・
鮮度！

おやき・野沢菜・鯉の旨煮・昆虫食など

事例 事例

1 なつかしさ～郷土食～ 季節感～旬のおいしさ～

お客様からの声
新鮮な旬の食材が

嬉しい！

お客様からの声
むかし食べた！
懐かしい！

2

旬の果物、野菜など
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長野では当たり前でも東京ではなかなか
売っていない商品

牛乳パン・山菜・すんき など

事例 事例

3 4

コンクール入賞ワイン、ひやおろしなど

ここならでは～東京で長野を感じる～

お客様からの声
ここで買えてうれしい！

限定～今だけ・ここだけ～

長野県に行かないと購入出来ない商品や
勢ぞろいしている商品

お客様からの声
長野でもこんなに揃っ
ているのはない！
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新たな商品展開、季節のディスプレイなど

事例 事例

5 6

モンベル 山の日Tシャツ、タンブラー

銀座NAGANOオリジナルデザイン商品

新しい発見～リピートいただく～

いつ来ても、新しい発見がある

お客様からの声
華やかできれい！

お客様からの声
新しいものがあるか楽しみ！

オリジナル商品～他には無い～

お客様からの声
限定商品楽しみ！
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可愛い・カラフルな商品、SNS親和性

事例 事例

7 8

ミニ回向柱の展示など

観光案内・イベント参加の方への提案50代60代層に加え20代30代層が増えてきた

購買層の変化～若年層の増加～ 観光・イベントとの連携

お客様からの声
かわいい商品！

お客様からの声
長野に旅行した気分！
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これから強化していくこと

●モニタリング販売増・強化⇔（長野県工業技術総合センター）
・伝統工芸をはじめ非食品の販売品目増加

●テストマーケティングの場提供（銀座NAGANOテスト販売構築）

●対面販売による首都圏マーケットリサーチ事業の再開

●店舗外での県産品販売と発信
・法人・団体への詰め合わせ（オリジナルギフトセット）の提案と販売
・他店舗への商品販売
・外部催事で県産品販売および情報発信



ぜひ 一緒に！ 銀座NAGANOと ！



NAGANOマルシェとは
「NAGANOマルシェ」は、長野県アンテナショップ「銀座NAGANO」の関連サイトとして、
信州の豊かな自然と大地の恵みを受けて育った特産品を中心に全国の皆さまへお届け
するインターネットショッピングサイトです。

NAGANOマルシェの
販売品目 

NAGANOマルシェで販売する商品は、農畜水産品、
加工食品等の食品関連から、人気のスイーツやお酒
類、また長野県に古くから伝わる伝統工芸品やクラ
フト等、その販売ジャンルは多岐にわたり、県内の多
くの生産者・事業者が参加しています。

特徴
１

NAGANOマルシェは
安全・安心

NAGANOマルシェは、（一社）長野県観光機構が販売主とな
り運営するサイトですので、安心して出品ができます。

特徴
２

販路拡大に
お役立てください

NAGANOマルシェ本店はもちろん、楽天市場・Yahoo!ショッ
ピングに同時出品できます。

特徴
３



所定の「提案シート」に必要
事項をご記入の上、（一社）
長野県観光機構まで、メー
ルでお送りください。
※提案シートは、長野県観光機構の
ＷＥＢサイトよりダウンロードできま
す。

申込

1

認定基準（後述）に照らし合
わせ、ご提出頂いた「提案
シート」により、商品を認定
します。

受付・認定

2

認定を受けた商品は、取引
条件（卸価格等）を調整後、
約定書の締結を行います。

約定締結

3

ＮＡＧＡＮＯマルシェへの商
品登録を行い、販売開始と
なります。
※商品登録は、ＮＡＧＡＮＯマルシェ
事務局が行います。

約定締結

4

まずは、提案シートをお送りください！
商品のご提案については、広く県内の生産者等の事業者、関係団体、自治体などから受け付けております。

商品の販売申込から販売開始までのフロー



ＮＡＧＡＮＯマルシェ販売商品認定基準
ＮＡＧＡＮＯマルシェの認定基準は、

下記の３つを全て満たす商品が対象です。
・商品のストーリー性を強く打ち出せるもの
・地域の特色を反映したもの
・オリジナリティがあるもの

・地域の課題解決に資するものなど、
  信州にゆかりのあるもの商品コンセプト

関連法令等を遵守し、消費者にとって安全・安心なもの
・食品安全基本法、食品衛生法、ＪＡＳ法、薬事法、景品表示法、独占禁止法など
・ＰＬ保険加入、知的財産権の保護、発火・爆発等の危険性がないものなど

安全・安心

原材料等

・「農畜水産物」・・・長野県内で生産・収穫されたもの

・「その他（加工食品、工芸品等 ）」・・・製造加工の最終段階が県内事業者又は販売者が県内事業者

主な原材料
県内事業者が製造・加工 県外事業者が製造・加工

県内事業者が
販売

県外事業者が
販売

県内事業者が
販売

県外事業者が
販売

県内産 ○ ○ ○ ×

県外・海外産 ○ ○ ○ ×



ＮＡＧＡＮＯマルシェ約定条件、その他
出店費用
掲載料、月額管理料等は原則不要です。（商品の卸価格等は別途ご相談させていただきます）

商品仕入れ
食品、非食品を問わず、顧客からの注文（決済）があった段階で、仕入計上します。注文情報は、ＮＡＧＡＮＯマルシェ事務局より、 
FAX またはメールにてご案内します。 

商品代金の精算
お取引が完了したものについて、月末締めの翌月末払いとし、メールにてお送りする支払通知に基づき、予め申込があった
銀行口座へお支払いします。

販売価格
NAGANOマルシェでの販売価格は、通常販売価格（卸価格＋手数料）＋配送料＋消費税となります。

在庫管理
商品在庫の少ない商品等は、必要に応じ在庫数のご報告をお願いします。

配送料等
注文者（顧客）宛にお送りする配送料は、全てNAGANOマルシェ事務局で管理しますので事業者での配送料の管理及び負担は
不要です。

免責事項
商品自体の破損、賞味期限等へのクレーム、及び事業者の責によるご配送、返品等に関わる費用は、全て事業者負担となります。



問合せ先

一般社団法人長野県観光機構
CX事業部
〒380-0936　長野県長野市中御所岡田町１３１－４　ホテル信濃路３階
電話：026-219-5276
FAX：026-219-5278
E-mail butsushin@nagano-tabi.net

提案シート送付先：teian@nagano-tabi.net
※提案シートは長野県観光機構のＷＥＢサイトよりダウンロードできます。
https://www.nagano-tabi.net/kikou/teian.html

商品提案は下記のアドレスよりお申し込みください



楽天・Yahoo!・本店

②売買契約
取引約定書の締結

③●商品登録

⑤●出荷依頼

インターネット通販サイト「ＮＡＧＡＮＯマルシェ」の取引フローについて

ヤマト運輸

●お客様からの注文・問合せを担当

●商品登録に必要な情報の提出、商品の発送を担当

⑨●集荷 ※集荷依頼が必要
※⑦の1～2日後には事業者様に発送伝票
が届く（発送先印字済）

➉●配送

●お問合せ・カスタマー

●売買契約の締結・商品代金のお支払い、商品登録

長野県観光機構

NAGANOマルシェ運営事務局
株式会社アットランド

出品事業者様

お客様

●出荷商品の準備

⑪●売上商品代金の支払い
（※機構から翌月末支払い）

①●商品提案シート・画像その他販売に必要な情報の提出

●---出品事業者様
●---長野県観光機構
●---NAGANOマルシェ運営事務局

④〇注文

⑥●出荷予定日を事務局に
リファックス

⑦●発送伝票を作成

⑧●発送予定日をメール

⑥※平日12時までのFAX受領→3日後の商品発送
(受領日の翌日を1日目とする)
※平日12時以降のFAX受領→4日後の商品発送
(受領日の翌日を1日目とする)
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信州首都圏総合活動拠点における県産品等の商品の選定（基本方針） 

2022年 6月 1日改定 

 
（一社）長野県観光機構 

 

１ 趣 旨 

 

長野県が設置する信州首都圏総合活動拠点（以下「活動拠点」という。）は、単なる物産館で

はなく、買う楽しみを通じて、信州の「コト」「ヒト」「モノ」をトータルに発信し、信州の美

しく健康なライフスタイルを、まるごとシェア＝共有できる拠点となることをコンセプトに掲

げている。 

このコンセプト実現のため、長野県観光機構（以下「当観光機構」という。）が活動拠点にお

いて県産品等の販売を行い、国内外へ長野県の魅力を発信することで、信州のブランド力向上

とコアな長野県ファンの増加を目指す。 

また、首都圏各地でのＰＲイベントや物産販売、多くの品数を扱うことが可能なネット販売

（以下、活動拠点での販売を含め「物販」という。）を実施していく。 

物販で扱う商品については、広く県内の生産者、自治体、関係団体等から提案いただき、その中

から、下記の基本的な考え方に基づいて選定するものとする。 

 

２ 基本的な考え方 

 

活動拠点は信州の「コト」「ヒト」「モノ」をトータルに発信する場であることから、商品の選

定にあたっては次のポイントを重視するものとする。 

 

（１）「モノ（商品）」の背景にある「ストーリー性（物語性）」が豊かに語られるものであること

（都会人への提案力のあるもの） 

（２）地域が愛してきたもの、地域の特色が十分に反映されたものであること（風土や郷土の生

活性等） 

（３）話題性が期待できたり、注目度が高いと思われるものであること（社会性、話題性） 

（４）他の類似商品とは一線を画す個性ある商品であること（こだわり、高付加価値性、ストーリ

ー性等) 

（５）ブランド化の方向性を持っていること 

（６）地域の課題解決のための取組（プロジェクト）がその背景にあるもの 

（７）生鮮品/料理・加工食品については、長野県が策定した「おいしい信州ふーど」のコンセプ

トに準じていること。 

 

 おいしい信州ふーどＨＰ https://www.oishii-shinshu.net/ 
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３ 商品選定 

 

（１）商品選定までの流れ（イメージ） 

① 商品提案シートの作成・送付 〔事業者様より〕 

⇒ ② 提案内容について集約・分類・整理 〔当観光機構〕 

⇒ ③ 前掲の「１、趣旨」「２、基本的な考え方」に合った商品選定〔当観光機構〕  

⇒ ④ 提案内容について再調整 〔事業者様と当観光機構〕 

⇒ ⑤ 登録商品のリスト化 〔当観光機構〕 

⇒ ⑥ 必要に応じて、ＭＤ等の専門家による販売商品選定への助言〔当観光機構〕 
 

※ ⑥によって季節に合わせて商品の品揃えを変えるほか、来店・販売を促進するためのキャ

ンペーンやイベント実施、近隣の百貨店や飲食店とのコラボ事業を推進 

 

（２）商品の選定等 

① 商品提案シートの作成・送付 

提案希望の事業者は、事業者の概要、商品の特徴、価格等について下記様式に記入 

下記アドレスへ送付 
 

様式：http://www.nagano-tabi.net/sc/kyokai/teian.htmlこちらからダウンロード 

   ↓ 

★ 商品提案シート（食品） 

★ 商品提案シート（非食品） ＊食品について記入例あり。 

    送付先メールアドレス ： teian@nagano-tabi.net 

② 提案内容に基づき、取引条件等について調整 

③ 登録商品検討会議 

当観光機構、長野県産業振興機構、長野県工業技術総合センター（地域資源製品開発支援

センター）、長野県営業局、農政部、産業労働部、林務部（商品の種類に応じて参加）で構成

し、原則 3か月に 1回、計年 4回（4月、7月、10月、1月）開催する。 

④ リスト化  

選定された商品をリスト化し、販売シーンに合わせ、商品を選択し品揃えをしていく。 

⑤ 販売商品選定への助言 

必要に応じて、実際に販売する商品やＭＤ計画等について専門家や登録商品検討会議メン

バーより助言をいただく。 

 

４ 販売手段 

 

選定された商品の主な販売手段は下記のとおり。 

（１）活動拠点での店頭販売 （トライアル販売として、対面販売による店頭販売含む） 

（２）首都圏各地で開催されるイベントや企業のオフィス内でのＰＲ・販売 

（３）インターネットやカタログによる通信販売 

（４）首都圏の飲食店やホテル、レストラン、百貨店への販売 
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５ 商品の選定基準 

 

（１）原材料等 

① 農林水産物については、長野県内で生産、収穫されたものであること。 

② 農林水産物以外の商品（加工食品、工芸品等）については次に該当するものであること。 

ア) 商品の主要な原材料が長野県産であって、商品の製造または加工の最終段階が県内事業

者によって行われていること。 

イ) 商品の主要な原材料が長野県産であって、県外の事業者により製造または加工された商

品の場合は、商品の販売が県内事業者によって行われていること。 

ウ) 商品の主要な原材料が県外産であっても、その製造または加工の最終段階を県内事業者

が行っているか若しくはその販売を県内事業者が行っていること。 

※ ア)～ウ)を表に整理すると次のとおり 

主な原材料 

県内事業者が製造・加工 県外事業者が製造・加工 

県内事業者が販売 県外事業者が販売 県内事業者が販売 県外事業者が販売 

県内産 ○ ○ ○ × 

県外・海外産 ○ ○ ○ × 

 （２）安全・安心 

① 食品安全基本法、食品衛生法、ＪＡＳ法（日本農林規格等に関する法律）、食品表示法、農

薬取締法、健康増進法、薬事法、景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）、計量法、Ｊ

ＩＳ規格（日本工業規格）等、その他最新の関係法令等に定める規定に違反していないこと。

（一例：食品表示法に伴う新表示が義務化されるまでの間に 

  移行準備がなされていること等） 

② HACCPに沿った衛生管理が適正に行われていること。 

（一社）長野県食品衛生協会 HACCPアドレス 

https://npfha.com/haccp/ 

③ 生産物賠償責任保険等に必ず加入し、事故等が発生した場合に被害者の救済ができること。 

④ 知的財産権を順守していること。知的財産権について係争中でないこと。 

⑤ 原材料産地証明がなされていること。 

⑥ 発火、爆発等の危険性がないこと、また異臭発生のおそれがないこと。 

⑦ 公序良俗に反しないものであること。 

⑧ 可能な限り、保存料・添加物等を削減した商品であること。 

（３）上記（１）（２）以外の商品であっても、長野県特有の文化や技術を活かし、本県のイメー

ジアップにつながる等の商品であると判断されたもので、登録商品検討会議等で認めたもの。 
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６ 製造業者等への提案 

 

世界中のブランドが集積する東京・銀座に位置する活動拠点であることから、皆様から提案

いただいた商品に係るパッケージやデザイン、梱包の大きさ等について、ＭＤなど専門的知見

を有するアドバイザーの意見を基に、首都圏にマッチした仕様変更などを提案させていただく

場合がある。 

 

７ 取引条件等 

 

仕入れ方法や取引価格、取扱い期間などの取引条件については、当観光機構と出品者間の協

議により決定する。 

（１）商品の仕入れ方法 

  ① 食品 

賞味期間が短いものについては、原則として買い取り、賞味期限の長いものについては協

議のうえ決定する。 

  ② 非食品 

原則として消化仕入れ（委託販売）とし、商品が売れた時点で売上とする。 

（２）商品の入荷ルール 

  ① 商品スペースが少ないため、定番商品は設定しない。 

  ② 商品展開の鮮度を保つため、季節商品を積極的に仕入れる。 

  ③ 販売意欲があり首都圏での販路が確保できていない生産者・事業者を積極的に仕入れる。 

（３）商品の取り扱い期間 

将来にわたって取扱いが保障されたものではなく、販売実績や顧客評価により取扱いが中

止になることもある。 
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銀座 NAGANOにおける取扱選定基準 

～前提条件のもと、各個別条件のいずれかを満たしているもの～ 

 

 

１ 前提条件 

（１）ワイン・シードル 

①長野県産ぶどう・リンゴを全量使用していること 

（２）日本酒 

①長野県産米を全量使用していること 

②醸造場が長野県内にあること 

③自蔵製造であるもの（対象商品が桶買いではない） 

 

２ 個別条件 

（１）ワイン・シードル 

①長野県原産地呼称管理制度／GI長野 認定酒 

②国内外のワインコンクール受賞ワイン 

（例：日本ワインコンクール、チャレンジインターナショナルデュヴァン等） 

③首都圏での販売を積極的に希望しているワイナリー、ヴィンヤード、シードル醸造所のワ

イン、シードル 

④長野県の災害支援等被災地応援のもの 

（２）日本酒 

①長野県原産地呼称管理制度／GI長野 認定酒 

②首都圏での販売を積極的に希望している酒蔵 

③関東信越国税局酒類鑑評会の*各部門最優秀賞１場、特別賞２場に選出された商品 

 （*各部門：吟醸酒部門・純米吟醸酒部門・純米酒部門） 

④全国新酒鑑評会金賞受賞酒 

⑤長野県の災害支援等被災地応援のもの 

 

３ 銀座 NAGANOにおける入荷ルール 

（１）ワイン・シードル 

①商品スペースが少ないため、定番品は設定しない 

②売れ筋商品は早めの回転で仕入れる 

③季節商品を積極的に仕入れる 

④年間で各地区（4ヴァレー）を、ワイナリー・ヴィンヤード数に応じてバランスよく仕入れる 

⑤販売意欲はあるが首都圏での販路が確保できていないワイナリー、ヴィンヤードを積極的

に仕入れる 

（２）日本酒 

①商品スペースが少ないため、定番品は設定しない 

②商品展開の鮮度を保つため、季節商品を積極的に仕入れる 

③季節商品があることを知ってもらうため、年に数回イベント連動型仕入れをおこなう 

④年間で各地区（10広域）を、酒蔵数に応じてバランスよく仕入れる 

⑤販売意欲はあるが首都圏での販路が確保できていない蔵を積極的に仕入れる 



 

 

「商品取扱要領」 

 

【共通事項】 

１ 取引条件等 

仕入方法や取引価格、取扱期間等、諸条件について、（一社）長野県観光機構（以下「機構」

という）と協議のうえ決定します。 

 

２ 保険加入について 

生産物賠償責任保険の加入が必須となります。 

 

３ 個人情報の取扱いについて 

以下による取引によって得た企業情報および顧客情報については、業務実施以外の目的に利

用することはできません。また、機構の承諾を得ることなく、顧客情報を複写・複製すること

は禁じます。 

 

【店舗販売（信州首都圏総合活動拠点「銀座 NAGANO」）】 

１ 商品の仕入れ方法 

（１）食品 

賞味期間が短いものについては、原則として買い取りとしますが、賞味期間が長いもの

については、返品（委託販売は含まない）もしくは交換もあり得ます。返品納期、返品方

法については、両社協議のうえ決定します。 

（２）非食品 

原則として消化仕入（委託販売）とし、商品が売れた時点で売上とします。 

２ 商品の取扱期間 

機構が年に 2回（3・9月上旬）販売実績や顧客評価等総合的に勘案して、取扱商品の継続

や中止等の判断をします。 

また、商品の「旬」の時期を考慮して、期間限定で取扱う商品もあります。 

３ お支払いについて 

（１）月末締めの翌月末払いを原則とし、予め申込があった銀行口座への振込とします。 

（２）請求書送付先 ： 銀座 NAGANO 

（〒104-0061 東京都中央区銀座 5-6-5 NOCO1F） 

（３）支払金額（請求金額）から、振込手数料を控除した額を振込むものとします。 

４ 物流について 

商品の輸送については、出品事業者の個別配送とさせていただきます。 

５ 商品の陳列 

店舗内の商品陳列については、機構に一任していただきます。 



 

 

 

【インターネット販売（NAGANOマルシェ）、カタログ・チラシ販売】 

 

１ 商品の販売価格 

販売価格については協議のうえ決定します。 

２ 商品の発送について 

注文が入り次第、メールまたは FAXにて発注されます。機構が契約する運送会社が送り状

を持って集荷に伺いますので、商品を運送会社にお渡しください。 

３ お支払いについて 

事務局（機構）から発注後、都度、発送予定日をご連絡頂き、発送完了した時点でお取引

完了とします。お取引が完了したものについて、月末締めの翌月末払いとし、メールにてお

送りする支払通知に基づき、予め申込があった銀行口座へお支払いします。 

 

 



このリンクボタンを押してください。

「銀座ＮＡＧＡＮＯ」「ＮＡＧＡＮＯマルシェ」への商品提案方法

長野県観光機構ホームページを開く。※「長野県観光機構」で検索してください。

（一社）長野県観光機構

1

2



【注意事項】
1. 商品のご提案に際しては、所定の審査がございます（採用とならない場合がございます）
2. 採用後の、仕入方法や取引価格、取扱期間等については、（一社）長野県観光機構と出品事業者様

との協議のうえで決定します。
3. 初回取引の際には、所定の約定書の提出をお願いしております。
4. ご不明な点やご質問などございましたら、お気軽に（一社）長野県観光機構 CX事業部までお問合

せください。

（一社）長野県観光機構 CX事業部
〒380-8570
長野市南長野692-2 長野県庁内

TEL：026-219-5276 FAX：026-219-5278 メール：teian@nagano-tabi.net

こちらから必要書類のダウンロードをお願い
します。
記入した「商品提案シート」は下記アドレス
までメールでお送りください。
メール：teian@nagano-tabi.net

3

「銀座NAGANOでの商品販売」の
登録を希望される方はこちら

「NAGANOマルシェでの商品販売」の
登録を希望される方はこちら


