
＜出品のご案内＞



■はじめに
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本日ご提案させていただく「ハルカモール」は、労働団体および福祉事業団体の参加、基金の拠出により設立された

「一般財団法人 愛知県労働者福祉基金協会」が、1997年6月に事業部として開始したハートフルセンターの新しいモール型ＥＣ

サービスです。

一般財団法人 愛知県労働者福祉基金協会 ハートフルセンターとは

名称 一般財団法人愛知県労働者福祉基金協会

住所
〒460-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目14-18
ワークライフプラザ れあろ2階

ハートフル
事業部

電話番号

052-684-2311

FAX番号

052-684-0311

住宅
事業部

電話番号

052-681-2011

FAX番号

052-682-8609



■ハートフルセンターが行っているおもなサービス
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ハートフルセンターでは、愛知、岐阜、三重の労働者79万人を対象にした福利厚
生サービスを行っています

愛知、岐阜、三重の労働者79万人
（組合員64万人＋東海勤労者互助会15万人）

現在行っている主なサービスの一例

勤労者のみなさまとご家族の福利厚生サービスブライダルやゴルフ、住宅、葬儀等の
「安心・快適・充実ライフ」をサポートする事業を行っています。

2019年12月に、79万人とデジタルでつながるハートフルカード・アプリが誕生！



■ハートフルカード「ハルカ」とは
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会員79万人が利用

閲覧

購入

ハートフルセンター会員79万人に対し、2020年度より「ハートフルセンター」が提供し

ている、様々なサービスや特典が利用できるハートフルカード「ハルカ」を、

無期限カードとして皆様全員に無料で配布しました。

カード裏面には、QRコードからハートフルアプリへの誘導ができ「スマートフォン」や

「PC」などからブライダル・婚活・出会いパーティー・旅行・ゴルフ・各種チケットお花の

注文・葬祭など、お得な情報を得ることができるようになりました。

2020年12月には、79万人のハートフルセンター会員のみが利用できる
クローズドマーケット「ハルカモール」が誕生しました！



■ハルカモールについて
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日本最大級のクローズドマーケット

会社名 株式会社アルファポイント

〒460-0011

名古屋市中区大須三丁目30番40号万松寺ビル10F

TEL：052-262-5558／FAX：052-262-9115

所在地

会社設立 1984年3月

代表取締役丸山和之

プライバシーマーク(JISQ15001:2006)を取得しています。
企業活動の中で取り扱う各種個人情報について、適切に保護し、管理することが社会的
責務であると認識し、
企業一丸となって個人情報の保護に取り組んでいます。

サイト管理・運用会社

サイトイメージ



■ハルカモールの特徴
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ハルカモール

基金協会

ハートフル

センター

購入者

(登録会員)
出店業者

ハルカモールでしか買えない

ハルカモールは、一般市場に出回る前の

商品購入が可能。

限定B級品の購入

一般流通では 販売されることがあまり

ない、B級品等をお得に購入できる.

会員価格で買える

一般市場価格よりお得に購入できる。

サービスの活性化

ハートフルセンターが、福利厚生の一環として、

ECサイトから商品情報提供することにより、会

員の皆さんに新しいサービスを提供でき、より一

層の会員へのメリットを充実できる。

新規販路開拓（収入増加）

店頭販売のみの出品者でも ネット通販活用

によりあらたな流通経路を開拓できる。

商品のテストマーケティング・プロモーション

テスト品として商品を提供することで、広く商品や企業を知らしめることや分析ができ

る。

クローズドマーケットだから実現できること

在庫処分・売却

メーカーとして、一般流通では販

売が困難な「パッケージNG・型

落ち品」などを販売できる。

通常販売商品はもちろんOK!!

他の既存サイトで販売している商品

も販売できる。



■全体スキーム
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注文・支払い

受注連絡

ハルカモール事務局

株式会社アルファポイント

■注文受付は事務局が一括管理
■商品は出品者が直接購入者へ発送
■出品者への支払いは月締めでご請求

出
品
者

商 品 情 報▶▶▶

◀◀◀受 注 連 絡

請 求 ▶▶▶

◀◀◀ 支 払 い

購
入
者
（
会
員
）

商品発送（直送）



■出品申込から商品発送までの流れ
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商品掲載後

❶商品の発注受付（都度）

事務局からメールにてご連絡します。

❸発送完了報告

事務局に発送完了のご報告をお願いし

ます。

❷商品の発送

事前に④で確認した方法で梱包し、発

送をお願いします。

※発送関係の詳細は出品・出店が決定した段階であ

らためてご説明します。

※商品発送後のお客様からのお問合せは出品者様で

ご対応をお願いします（商品発注までの問い合わせは

事務局で取りまとめてご連絡します）。

❹請求書作成（月1回）

事務局に請求書をお送りください。

▼

▼

▼

①初回説明

ハルカモールの特徴や流れはどのようなものか、出品するにあたっての留意

事項・心構え、出品方法・スケジュールなどをご説明します。

④出品決定

出品決定後、ご連絡いたします。また、実際の梱包・発送方法や個人情報の

取り扱いについて確認します。

ステップ１

③基金協会の確認・調整

出品商品として適切かどうか、ハルカモールのガイドライン等に則り、基金

協会と確認・調整して事務局よりご連絡します。

②出品申請

出品を希望する商品情報を別紙「商品詳細情報シート」にご記入の

上、事務局にご提出ください。

商品名・内容量・賞味期限・保存方法・通常販売価格（税抜）・ハルカモー

ル特別価格（税抜）・発送料（※発送料込、別はどちらでも設定可能）・掲

載用商品説明文・掲載用商品画像 3～５枚程度 等

⑤販売開始

ハルカモールに商品を出品します。注文が入り次第、都度受注連絡を

いたしますので、購入者への発送準備をお願いします。

▼

▼

▼

▼

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ5



■ハルカモール掲載・出品に関について
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取扱い商品は生鮮食料品から家電・家具、生活用品に至るまで幅広いアイテムの出品が可能です。

初期費用0円・月額費用0円 完全成果報酬型

一般市場価格が1０,000円

例）特別価格の9,０00円で買える購入者メリット

出品者メリット

クローズドマーケットの為、市場価格を崩さ

ずに79万人の会員だけに販売できる。

購入者・出品者双方のメリットが合わさり巨大マーケットが生まれます。

■ハルカモール販売価格の70％を卸価格でお願いします。

★ハルカモールの販売価格は、一般市場価格より安い価格で販売を目指します。

例）通常10,000円で販売している商品の場合

ハルカモールでは9,000円で販売する。この場合6,300円が卸価格となります。

※最終的な販売価格・卸価格などは、商品ごとに異なるため、事務局と協議にて決定



■ハルカモールサイト画像（参考）

10

①ＴＯＰページ ②商品検索ページ



■ハルカモールサイト画像（参考）
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③商品詳細ページ ④商品詳細ページ
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■基本情報登録の流れ（事業者登録）

ハルカモールサイト（http://www.alphapoint.co.jp/haruca/）の出品「応募フォーム」から、申込可能です。

応募フォームに必要事項を記入し送信してください。

①出品者名

②代表者名

③住所・電話番号・メールアドレス

④出品商品の概要など

※送信いただいた情報は、運営事務局

㈱アルファポイントが厳重に管理します。

出品の可否について審査
出品者要件の確認をしたうえ、出品の可否について審査します。
審査にあたって、不明な点がある場合は、運営事務局よりご連絡さ
せていただきます。
審査の合否については、申込後1週間以内を目途に運営事務局より
メールにて、お知らせします。

連絡元:harucamall@alphapoint.co.jp

事務局連絡先：052-262-5558

ハルカモールで検索

ハルカモール出店者募集特設ＷＥＢサイトをクリック

出店申し込みから必要事項を入力
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■価格設定・発送方法・連絡について

価格設定について

本事業は、愛知県労働者福祉基金協会・会員向けの福利厚生のためのECサイトです。

販売価格は 通常価格よりもお値打ち価格にて設定して頂きます様、お願いいたします。

また 普段入手しにくい商品や一般流通で販売されないB級品等も貴社ならではの価格設定で販売いただきます様、お願いいたします。

原則として、7営業日以内に発送

発送方法について

受注があると、事務局より「注文確定メール」が送信されますので、メールを受信後、7営業日以内に商品を発送してください。

ただし、農産物の予約販売等、購入者が承諾している場合にはその限りではありません。

発送に際しては、梱包等に配慮し、事前にハルカモール事務局にご提出いただいた宅配業者・配送方法 でおこなってください。

発送連絡について

商品の発送が済んだら、発送日の翌日までに事務局にメールにて ご連絡ください。

発送連絡先メールアドレス

harucamall@alphapoint.co.jp

一般市場価格が

5,000円の場合 4,500円

会員特別価格
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■梱包・在庫・欠品など商品について、ご精算

同梱物について

発送に際しては納品書等の同封をお願いします。

在庫・欠品について

商品ページの在庫表示が5個以下になると、事務局よりメールが送信されますので、補充の手配をお願いします。

また、出品商品の欠品の可能性がある場合は、できるだけ早く事務局にご連絡ください。

返品・交換について

返品理由により、ご対応をお願いいたします。

購入者から、違う商品が届いたり、配送による商品の傷み、破損がある等の連絡があった場合は商品到着後3日以内に

購入者にご連絡して頂き、返品・交換の判断・対応をお願いします。

予約(日付指定)商品について

予約(日付指定)商品は、商品発送後に事務局への請求・お支払いとなります。

請求について

ご請求は各月末締めで、ハルカモール事務局に請求

（翌月5日請求書必着）で、規定の請求書フォーマットにご記入のうえハルカモール事務局宛に送付してください。

※請求送料の実費負担分もあわせて請求

お支払いについて

ハルカモール事務局より翌月末払いで入金します。※振込手数料は 30.000円未満は出品者様負担です。



■商品ご提供にあたってご留意頂きたいこと
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【取扱禁止商材（ご出品いただけない商材）】

●法令で販売・所持が規制されているもの

《例》銃砲類、刀剣類、麻薬、覚せい剤、抗精神薬等の薬物、盗品、医薬品成分を含む健康食品、高度管理医療機

器の承認を得ていないコンタクトレンズ、ワシントン条約、種の保存法等の条約・法令により取引が規制されてい

る動植物、不正改造自動車・バイク

●公序良俗・モラルに反するもの

《例》使用済の下着、制服、水着、体操服等、盗撮写真、盗撮ビデオ、盗撮機器、犯罪方法やテロ行為の手引、そ

の他犯罪性の高い商品、犯罪を誘発するおそれのある商品、モザイク除去機器、暴力団、不良集団、テロ組織、暴

走族等に関係する商品、グロテスクな商品、その他嫌悪感・不快感を与える商品

●青少年の保護育成上好ましくないもの

《例》アダルトグッズ、性風俗店の宣伝広告、チケット等、青少年の保護育成上好ましくないビデオ、DVD、写真集、

ゲームソフト、書籍、雑誌、児童ポルノ

ご不明な点は事務局にお気軽にお問合せください。
ハルカモール事務局（福祉基金協会ハートフルセンターハルカモール事業一括代行受託者）

株式会社アルファポイント

担当:白戸 ・林 ・ 大島 ・ 下田平

TEL:0120-374-915 ／ FAX 052-262-9115／MAIL:harucamall@alphapoint.co.jp


