
 

 

越境 EC を活用したテスト販売の出品企業が決定しました 

 
川崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や、原材料費・物流費の高騰が進む厳し

い経済環境の中、円安等を踏まえた対応として市内中小企業の海外販路開拓を支援しています。 

この度、海外向け電子商取引（EC）を活用した支援事業の一環として、令和 5 年 12 月まで、世

界主要 EC モールと出品連携をする越境 EC モール「j-Grab Mall」内に設置される「川崎市特設サ

イト」への出品に参加する企業が決定しましたので、お知らせいたします。 

 

１ 出品企業 ２４社（50 音順） 

   1株式会社青山プラスチック塗装  13 株式会社成光工業 

2 株式会社灯    14 セイムボード 

3 アンブレラグロウ株式会社  15TOUCH 合同会社 

4 株式会社イクミママ   16 有限会社つかさサンプル 

5 易新株式会社    17 株式会社豊受 

6 有限会社イルフェジュール  18 トレンドマスター株式会社 

7 株式会社岩田屋   19 日本理化学工業株式会社 

8 株式会社大谷堂   20 ハップ・ビー・ビー株式会社 

9 上代工業株式会社   21 株式会社日々。  

10 有限会社グリーンフーズあつみ  22 Matjeplus 

11JYXYER 株式会社   23 メディサイエンス・エスポア株式会社 

12 株式会社 SKLO    24 株式会社渡久クリエイト 

      ※各企業の意向により EC モールを選択し出品を予定 

２ 支援内容 

 (1) 越境ＥＣ出品代行支援の実施 

 ①出品越境 ECモール（令和４年 12 月中旬頃 掲載開始予定） 

世界からアクセス可能な日本発の越境 ECモールである「j-Grab Mall（ジェイグラブモー

ル）」を中心に、世界主要 EC モールにも併せて出品支援を行います。 

【掲載 EC モール】 

 （https://www.j-grab.com/） 

【同時掲載】ebay / Walmart / Shopee / AEON MALL（開設後出品予定） 

②出品先 英語圏を中心に世界 190 か国以上を対象とした EC モールへの出品が可能 

  ③出品期間 令和 4 年 12 月中旬～令和 5 年 12 月予定 

(2) ＥＣ活用型テストマーケティングイベントの実施 

 (3) 越境ＥＣ専門家による伴走支援の実施 

 （問合せ） 

川崎市 経済労働局 経営支援部  

経営支援課 国際経済担当 野村 

電話：044‐200‐2314 FAX：044-200-3920 

メール：28keiei@city.kawasaki.jp 

令和 4 年 11 月 22 日 

報 道 発 表 資 料 

https://www.j-grab.com/
mailto:28keiei@city.kawasaki.jp
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参加企業名（５０音順） 所在地 出品商品例 PR

1 株式会社青山プラスチック塗装 高津区
PELOUSA
（ムダ毛・ヒートカッター）

チクチクしないムダ毛処理！

2 株式会社灯 高津区
Kirameki
（工芸美術的で光学的な演出をする点灯装置）

“伝統＋モダン”伝統デザインと伝統工芸をランプシェードに
幻想的な癒しの空間を演出する照明機器

3 アンブレラグロウ株式会社 多摩区
デュコラローション
（化粧水）

使うたびにハリとうるおいがあふれる肌へ

4 株式会社イクミママ 中原区
イクミママで人気第１位～６位までのどうぶつドーナツセット（6
個入り）個包装

日本の「Ｋａｗａｉｉ」が詰まった日本で一番売れている「どうぶつ
ドーナツ」

5 易新株式会社 幸区
ルテイン＋ビルベリー
（サプリメント）

明るい毎日をサポート
パソコン、スマホをよく見る方の為に

6 有限会社イルフェジュール 麻生区 蒸ショコラ５個入箱 チョコレートの焼菓子でありながら、とろける食感。

7 株式会社岩田屋 川崎区 切子グラス「東海道」 瑠璃色(Blue)/金赤色(Red）
螺旋状の大胆なカットの中に伝統の技法「菊つなぎ」をあしら
い、菊の模様を宿場数入れる事で歴史街道「東海道」をイ
メージしたオリジナルデザインのロックグラス

8 株式会社大谷堂 川崎区 釜あげわらび餅お土産パック　きなこ
店頭でしかお召し上がりできなかった釜あげわらび餅が、ご
自宅で簡単に出来立てのわらび餅がお召し上がれます

9 上代工業株式会社 高津区
GOKUTETSU
（厚さ9mmのキャンプ向き鉄板）

無口な相棒と旅に出る。
最高な食事と時間をプレゼントしてくれます。

10 有限会社グリーンフーズあつみ 川崎区 おつけもの慶　王道白菜キムチ
川崎名物キムチ専門店「おつけもの慶」の代表商品
辛さの中に甘味と旨味が凝縮された独特な味わいの逸品

11 JYXYER株式会社 麻生区
ZENJIRO プレミア 抹茶 天空 100g
ZENJIRO Premier Matcha TENQOO 100g

高級日本茶ZENJIROブランドの中でも最高峰の日本茶シリー
ズです

12 株式会社SKLO 高津区 一枚革でつくる焚火エプロン
使い込むほど、柔らかく。一枚革の良さ、強さも生かす焚火エ
プロン

13 株式会社成光工業 川崎区
G-SLIDE　WAX滑走用
（スキー、スノーボード用ワックス）

主原料は植物由来。大自然の中でいつまでもスキー、スノー
ボードを愉しむために！

14 セイムボード 幸区 Riveret Wine Vessel ワインベッセル ＜ ペアセット ＞
RIVERET（リヴェレット）の製品はすべて天然の孟宗竹で作ら
れております

15 TOUCH合同会社 多摩区
HINA Hijab (Linen)
（ヒジャブ＝イスラム圏における頭や身体を覆う布）

環境を考慮し、天然素材のみ使用し、品質の良いサスティナ
ブルで美しいヒジャブ

16 有限会社つかさサンプル 宮前区 ミニチュア食品サンプル にぎりキーホルダー
本物に近いリアルな仕上がり、ひとつひとつ手作りの雰囲気
を楽しめる日本の職人が作ったミニチュア食品サンプル

17 株式会社豊受 高津区
[中から美しく]　チャコールビューティ― 飲む炭・食べる炭
13G(内容量）

中から変わろう！炭素率の極めて高い安全な炭作りを実現し
ており、無味無臭の食べる炭として使用できます

18 トレンドマスター株式会社 中原区 なでなでねこちゃん　DX 猫を飼っている気持ちになるコミュニケーションロボットです

19 日本理化学工業株式会社 高津区
kitpas rice bran wax art crayons
（ライスワックスを原料としたクレヨン）

キットパスは窓ガラスなどつるつるしたところに描いて濡れた
布でさっと消せる絵具です

20 ハップ・ビー・ビー株式会社 宮前区 ウルトラミックス パンケーキミックス 離乳食用にキッチンで生まれたパンケーキミックス

21 株式会社日々。 川崎区 波紋すり鉢すり棒セット
見た目も美しく、すり味抜群!!左右どちらの方向でもすること
ができ、力も通常の半分で楽々すり鉢！！

22 Matjeplus 宮前区
sasawashiキャペリーヌ　sc001(ベージュ）、sc002(カーキ）
（レディース用帽子）

キャペリーヌ（Capeline）とは、つばの広いレディース帽子のこ
と。長いつばの帽子はそれ自体でおしゃれです

23 メディサイエンス・エスポア株式会社 幸区 酸素補給水WOX®-ウォックス‐
振っても熱しても凍らせても（-30℃～100℃）酸素濃度に変
化のない世界初の製品です

24 株式会社渡久クリエイト 高津区
TILLET W-Gear
『プロのための美容ギア』

部品の80％以上を日本製で構築するPurely made in Japan
製法を取り入れ、Japan Brandにクオリティを実現

出品商品例

④ ⑲② ⑦ ⑧ ⑫


