自然食品＆自然雑貨

OEM/PB 生産のご案内

大自然生活館株式会社では、ハーブ工房・自然食品工房・パン工房・自然雑貨工房の４アトリエで自然食
品＆自然雑貨をテーマにお客様のご要望に応じて受託生産しています。
1．自然食品

ＴＥＡ / 調味料 / ジャム / ドリンク / 発酵食品 （ 酵素食品 ・酵母食品）

２．自然雑貨

オイル /

香りの商品

/

バス用品

弊社では創業時から自然素材を最大限に活かした自然食品・自然雑貨に特化した生産・販売を長年に亘って
経営基盤としており、大自然生活館とは“日常生活をもっと自然にもっと素敵に”視点を置いた商標（ブランド）
です。私たちは、健康と和みのライフスタイルを皆様にご提案します。弊社のＯＥＭ/PB 生産の Strong point
は自然食品・自然雑貨分野での専門力・商品企画力を活かした商品開発力であり、地の利を活かしたサービ
ス（商品保管と木目細かい物流）です。弊社の専門スタッフ（商品企画担当、デザイン担当、営業担当）と共同
で御社ならではのオリジナル品を作りませんか。
ー こんな悩みをお持ちのお客様はお問い合わせください。ー
・自然食品、自然雑貨のオリジナル商品を検討しているお客様
・健康に良い商品のオリジナル商品を検討しているお客様
・大量ロットだとリスクが大きいので小ロットのオリジナル商品を検討しているお客様
・商品企画で木目細かく相談に乗ってくれるアウトソーシング先を検討しているお客様
▶・商品デザインで木目細かく相談に乗ってくれるアウトソーシング先を検討しているお客様
・商品の保管からお客様への配送業務まで代行してくれるアウトソーシング先を検討しているお客様
当店お勧め商品
当店お勧め商品
お茶

天然調味料

自然雑貨

パン＆焼き菓子

心の和みティー

柚子ソルト

ブルーベリー酢ドリンク

メープルコーヒー

バジル酢ドレッシング

ブルーベリージャム クランベリーパンケ
ーキ

スリムティー徳用ＴＢ

薬膳カレー

ロースヒップハチミツ

ドイツパン

バラの花の香り

ブルーベリー紅茶

シナモンステビア

バラハチミツ

プレーンスコーン

ラベンダー香の大袋

ローズヒップグルコ
ラ TEA

トマト酢ドレッシング ストロベリージャム

ハーブクッキー

癒しの香りのハー
ブオイル

ココアグルコラティ

サラダソルト

ー

OEM/P
ク
ラズベリー酢ドリン

OEM 1

もちもち食パン

自然雑貨
ラベンダーアロマオイル

ラベンダーの湯ソ
ルト

マリアの花 フレグ
ランスオイル

OEM/PB の業務フォロー
1.お問い合わせ（お客様からこんな商品を作りたいが）
000
メール・ＦＡＸ・ＴＥＬでのオリジナル商品の製造についてお問い合わせ
弊社担当：営業

2.カウンセリング（お問い合わせの内容に応じ商品化に向けての打ち合わせ）
商品コンセプトの明確化（商品内容・ネーミング・パッケージデザイン＆コピーの方向性の決定要因）
顧客ターゲットの明確化（商品内容・ネーミング・パッケージデザイン＆コピーの方向性の決定要因）
販売価格ゾーンの明確化（商品内容・ネーミング・パッケージデザイン＆コピーの方向性の決定要因）

発売時期（商品化のスケジュール、製造ライン確立の決定要因）
＊開発担当はＯＥＭ/ＯＤＭ受託生産受け賜わり書を作成し、営業が１部複写をお客様に送付します

3.プロトタイプの作成（カウンセリングに応じて試作品の制作）
お客様との打ち合わせに基づき弊社営業担当・商品デザイナー・商品開発担当は商品のＯＥＭ製造
の方向付けをしたうえで、商品開発担当が試作品を作りお客様に宅急便で送ります。

4.プロトタイプの見直し（お客様が納得していただくまで修正を繰り返します）
3 の試作品が届いたお客様は、社内で検討されたうえで手直し箇所を指示書で弊社営業担当までご
送付。指示書に基づき弊社営業担当・デザイナー・商品開発担当は手直し箇所の確認をしたうえ
で、開発担当が再度プロトタイプを制作してお客様に宅急便で送ります。

5.デザインの制作
プロトタイプの制作に併行して弊社営業担当・デザイナー・商品開発担当は 2 のＯＥＭ/ＯＤＭ受託生
産受け賜わり書に基づきパッケージ・商品コピー・カラー等のデザインの方向性を決定する。
デザイナーは方向性に沿ってデザイン案を制作します。
参照：http://www.morinogallery.com/schedule.html
提出されたデザイン案を弊社営業担当・デザイナー・商品開発担当が合議したうえでその内容を
精査してバージョンＵＰしたものをお客様に営業担当が送付します。

OEM 2

6.デザイン案の見直し（お客様が納得していただくまで修正を繰り返します）
5 のデザイン案が届いた時点でお客様は、社内で検討し手直し箇所を指示書で弊社営業担当ま
でご送付。 指示書に基づき弊社営業担当・デザイナー・商品開発担当は手直し箇所の確認をし
たうえで、デザイン担当が再度デザイン案を制作してお客様に宅急便でお送りします。
＊自社でデザインを制作するお客様にはパッケージ制作に弊社は関与しません。

７．商品デザインの決定
お客様が商品プロトタイプとデザインを最終決定
デザイナーはパッケージデザインの版下を制作しお客様の承認をとったうえで版下をお客様に
送付する。 お客様はパッケージ制作会社に見積もり依頼します。

8．パッケージの印刷依頼
パッケージ・シール等の発注は直接お客様が行う。
色校正等判断の困難な点が多いので、トラブル回避をする上でもお客様が制作会社と直接取引をする
出来上がりのパッケージ・シール等は大自然生活館株式会社に直送していただきます

9．原材料の手配
弊社業務担当は 8 に併行して指示書のロットに応じて必要量の原料手配を行います。

10．加工
製造担当は指示書に基づきＯＥＭ生産をする
製造量
仕様
納期
出来上がった商品は指定納品先・納品日に配送します （▶ 送 料 ）

11.保管、物流のお手伝い
商品保管をご希望のお客様については弊社倉庫保管サービスをご利用下さい（▶ 保管料 ）
配送につきましては、ご希望日・ご指定納品先に配送のサービスも受け賜わっています
小口の配送サービスについては別途ご相談ください（▶ 小口配送手数料 ＋ 実費送料 ）
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ー

小規模事業者様へ

ー

オンラインショップは小規模なサイトが多く、大規模なサイトに比べ高い送料が 競争力を低下
させています。私たちはサイト運営者様に最大限に能力を 発揮していただく事が出来るように、
商品開発～製造～商品保管～配送まで一貫して経験豊富なノウハウでサポート致します。
事業拡大には必ず保管スペースが必要になります。そんな時、必要な量を必要なタイミングで
利用したいお客様のご要望にお応えし、ギフト包装・シュリンク包装を致します。又デザイン、
印刷、封入、差し込み、仕分、配送まで一貫サービスが可能です。
送料は ー送料についてーを参照してください。
小口配送にかかる費用（配送費＋梱包費）
小口梱包手数料（200 円～700 円/１小口）段ボール代含む
ギフト包装料 （300 円～500 円/１ギフト）段ボール代・包装紙代含む

●その他の保管
弊社での生産品以外の一般持込品の保管も承っておりますのでご利用ください。
常温保管料 ：月額 2000 円/坪
冷凍庫保管は承っていません。
空きスペース等はお問い合わせください。

送料について
荷物を送る際の送料についてご案内しております。送料は総重量と距離から算出します

梱包数でなく総重量です。1 箱の運賃は宅急便に比べて割安運賃です。
距離数は北軽井沢を始点とし本州・北海道・四国・九州・四国の 900ｋｍ以内の運賃です。
900ｋｍ以上及び離島は別途見積もりさせていただきます。
●保管商品の小口配送サービス
小口配送にかかる費用（配送費＋梱包費）
小口梱包手数料（200 円～700 円/１小口）段ボール代含む
ギフト包装料 （300 円～500 円/１ギフト）段ボール代・包装紙代含む

送料表 http://www.oem1ban.com/cariage.html を参照
~150km

~300km

~450km

～600km

~750km

~900km

10Kg

600 円

600 円

600 円

600 円

900 円

1200 円

20Kg

1100 円

1200 円

1300 円

1300 円

1400 円

1500 円

30Kg

1200 円

1300 円

1400 円

1500 円

1600 円

1700 円

40Kg

1400 円

1500 円

1700 円

1800 円

1900 円

2100 円

60Kg

1500 円

1700 円

1900 円

2100 円

2300 円

2500 円

80Kg

1800 円

2100 円

2300 円

2600 円

2900 円

3300 円

100Kg

2000 円

2400 円

2700 円

3100 円

3400 円

4000 円
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900km~

離島

■大卸・小売取引のご案内
お仕事で自然食品・自然雑貨をお取り扱いになるお客様へ
●健康にいいハーブやスパイスが注目を浴びています。
―ハーブ＆スパイスは洋の東西を問わず紀元前から人類の味方であり注目を浴びてきましたー
●健康にいい商品だからこそ安全であるのは最良です。
―当社のハーブ・スパイスは第三者機関（成分分析機関）による安全性が確認された原材料を取り扱う。
●食品だからお買い求めやすい価格であることが最善です。
―自然環境に恵まれた北軽井沢ハーブ 工房では最新鋭の茶葉加工機が揃いお客様の要望にお応えして
います。自然食品工房・天然酵母 パン工房・自然雑貨工房では熟練の職人が多品種少量生産に心掛けて
います。一貫した生産インフラを自社所有し無駄のない生産体制を築いているからこそ価格訴求ができま
す。

大自然生活館ブランドの輪
自然食品、自然雑貨で会社、商店等のビジネスプランをお考えでしたらご相談ください
大自然生活館ブランドの輪
大型キーワードを冠したホームページ名・会社名・商店名にするとＳＥＯが高まり集客・問い合わせが飛躍的に高
自然食品、自然雑貨で会社、商店等のビジネスプランをお考えでしたらご相談ください
まります。
＊ＳＥＯ：Search Engine Optimization(検索エンジン最適化）
大型キーワードを冠したホームページ名・会社名・商店名にするとＳＥＯが高まり集客・問い合わせが飛躍的に高
例：
大自然食品販売株式会社
群馬県高崎市和田多中町１３−２
ＴＥＬ：027-388-0234
まります。
＊ＳＥＯ：Search Engine
Optimization(検索エンジン最適化）
62000 万中群馬県高崎市和田多中町１３−２
４位）
例：キーワード（大自然
大自然食品販売株式会社
ＴＥＬ：027-388-0234

●仕切り価格・ロット・送料等については上記お問い合わせフォームからお問い合わせください
●ＰＯＰ・プライスカード等のサービス
取引開始時にご希望があれば営業担当にお知らせください
●スターターキットのご案内
北軽井沢ハーブ工房キットの一部をこちらからご紹介しています。
ご質問についてはお問い合わせ フォームでご送信ください。
▶ お客様
百貨店・スーパー・自然食品店・テーマパーク売店及び食品問屋様
●大自然生活館ブランド商品
お茶
ハーブテイー 紅茶 健康茶 中国茶 グルコラ茶 日本茶
自然食品
天然調味料 キッチンソルト キッチンステビア
カレールー
ジャム ハチミツ漬け 微香水 エコテイーパック 酢ドリンク 酢ドレッシング
パン・焼菓子
天然酵母パン クッキー スコーン
自然雑貨
ベースオイル アロマオイル ハーブオイル フレグランスオイル ポプリ
ハーブバスソルト 香りの大袋 ハーブの湯
－卸販売
OEM1－
5

ー卸販売についてー
浅間山と白根連山に囲まれた森の中が私たちのフィールドです。
浅間山と白根連山に囲まれた森の中が私たちのフィールドです。
『大自然生活館』は、日常生活をもっと自然にもっと素敵に”視点を置いた商標です。自然の素材を最大
『大自然生活館』は、日常生活をもっと自然にもっと素敵に”視点を置いた商標です。自然の素材を最大限
限に活かした自然食品・自然雑貨をご賞味、ご愛用ください。私たちは、健康と和みのライフスタイルを皆
に活かした自然食品・自然雑貨をご賞味、ご愛用ください。私たちは、健康と和みのライフスタイルを皆様
様にご提案します。―60
歳は人生の半ば折り返し地点―
森のアトリエでは、健康と和みの商品とライフ
にご提案します。―60 歳は人生の半ば折り返し地点―
森のアトリエでは、健康と和みの商品とライフスタ
スタイルを皆様にご提案し、残りの後半人生を少しでも健やかな毎日となるようにお手伝いする会社で
イルを皆様にご提案し、残りの後半人生を少しでも健やかな毎日となるようにお手伝いする会社です。
す。
■お取引に際して
お客様カード(同封書類参照)に必要事項の記入がしましたら、メール（daishizen@axel.ocn.ne.jp)
もしくはＦＡＸ（0279-84-6296）で大自然生活館株式会社までご送信ください。
■大卸・小売取引のご案内
●仕切り価格・ロット・送料等についてはお問い合わせください
●ＰＯＰ・プライスカードのサービス 取引開始時にご希望があれば営業担当にお知らせください
●お客様リスト 百貨店・スーパー・自然食品店・テーマパーク売店及び食品問屋様
●大自然生活館ブランド商品
－卸販売 2－ コラーゲン茶 日本茶
お茶：ハーブテイー
紅茶 健康茶
お茶：ハーブテイー
紅茶 健康茶
中国茶 中国茶
コラーゲン茶 日本茶
自然食品：ジャム
ハチミツ漬け
酢ドリンク
自然食品：ジャム ハチミツ漬け 酢ドリンク
天然調味料：キッチンソルト
酢ドレッシング
天然調味料：キッチンソルト キッチンステビア
キッチンステビア カレールー
カレールー 酢ドレッシング
パン・焼菓子：天然酵母酵素パン クッキー
クッキー スコーン
スコーン
パン・焼菓子：天然酵母酵素パン
自然雑貨：
アロマオイル ハーブオイル
ポプリ 香りの大袋
香りの大袋 ハーブの湯
ハーブの湯
自然雑貨：アロマオイル
ハーブオイル フレグランスオイル
フレグランスオイル ポプリ
■用紙類のご案内
HP(http://www.daishizenseikatukan.com/orosihaaanbai.html)より各用紙はダウンロードできます。
❒ ＴＥＡ注文用紙-1 ❒ 自然食品注文用紙-2 ❒ 軽井沢スイーツ＆ギフト注文用紙-3
❒ 自然雑貨注文用紙-4 ❒ 取引開始書
■商品別 JAN コード・分量・原材料・単価のご案内
□お茶：ハーブティー ・紅茶 ・健康茶 ・コーヒー ・グルコラ茶
□自然食品：ジャム ・酢ドリンク ・酢ドレッシング ・カレー ・キッチンステビア ・キッチンソルト
□パン&焼菓子：天然酵母酵素パン ・クッキー ・スコーン
□自然雑貨 ：アロマオイル＆ポプリ ・香りの大袋 ・ハーブの湯ソルト
■ＰＯＰ類のご案内
▶ ＴＥＡＰＯＰ ▶ 自然食品ＰＯＰ ▶ 自然雑貨ＰＯＰ ▶ 天然酵母パンＰＯＰ ▶ ＯＥＭＰＯＰ
■プライスカードのご案内
▶ＴＥＡ：ハーブティー 紅茶 ・コーヒー ・健康茶 ・中国茶 ・グルコラ茶
▶自然食品： カレールー ・キッチンソルト ・ステビア ・ジャム ・酢ドリンク ・酢ドレッシング
▶パン&焼菓子：天然酵母パン ・クッキー ・スコーン
▶自然雑貨：アロマオイル ・ハーブオイル ・ポプリ ・香りの大袋 ・ハーブの湯ソルト
－卸販売２－
OEM 6

