The Nippon Export Award 2022-2023

Questionnaire for Official Candidacy
- Confidential -

Conditions for Application
•

The award is open to any SME or large company exporting to Japan, importing into
Japan or distributing within Japan, Belgian-Luxembourg products/services.

•

Companies must have been actively exporting to Japan, importing into Japan or
distributing within Japan for a minimum of 3 years.

•

Previous winners can only reapply 4 years after their last participation with a different
brand or service.

•

Applicants do not need to be a BLCCJ member.

•

Companies without representative office in Japan are also eligible.

•

If you are not based in Tokyo and your company would be selected as a finalist, a
remote presentation for the jury will be accepted.

•

Note: For the purpose of this year’s NEA selection, any impact - positive or negative caused by COVID-19, will be taken into consideration in the evaluation.

PART 1 (REGISTRATION)
1. Name of Company + Address (telephone, email, URL):

2. Company headquarters + Address (telephone, email, URL):
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3. If number 1 & 2 are the same, please mention your sales agents or representatives
(if any) + Address (telephone, email, URL):

4. Core Business Activities:

5. Date of establishment of company in Japan (or start of business with
Japan/Belgium-Luxembourg):

6. Number of Employees worldwide and in Japan:
2020:
2021:
2022:
7. Total turnover in Euro world wide and in Japan:
2019:
2020:
2021:
8. Growth Percentage of business between Belgium/Luxembourg – Japan over the
last 3 years:
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PART 2 (PRESENTATION)
Supporting materials should be attached (powerpoint, PDF) – kindly avoid sending
a general presentation but target it towards the below questions.
1. What was your most significant achievement in trade with Japan?

2. What was your initial vision (plan) and how did you approach it (strategy)?

3. What was the KSF (Key Success Factor) in your success?

4. What is your strong point or originality compared to your competitors?

5. What is your company's motto or spirit in marketing, merchandising etc?
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6. Did COVID-19 impact your business with Japan? if yes, please explain the
impact and the countermeasures that were taken.

7. Free entry field

By filling out this questionnaire and sending your presentation, your company registers itself for the
Nippon Export Award 2022-2023. The BLCCJ reserves itself the right to reject a candidacy if the
company’s profile does not fit with the objectives of the Nippon Export Award. If necessary for the
selection procedure, the BLCCJ will contact the candidate company for additional information. The
BLCCJ ensures the absolute confidentiality of the above information.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Applicant’s name:
Title:
Company:
E-mail address:
Phone number:

Questionnaire to be returned by Wednesday 31 August 2022
to the BLCCJ Office by e-mail: info@blccj.or.jp

BLCCJ / NEA - 4

日本輸出大賞 2022-2023

申込書
- 社外秘 -

応募条件
• ベルギー、ルクセンブルク製品・サービスを日本へ輸出、もしくは日本国内にて輸入・流通を
している全ての企業を対象にしています。
• 応募企業は、最低３年間に渡り、ベルギー並びにルクセンブルク製品・サービスを積極的に
日本へ輸出、又は、輸入並びに流通をしていること。
• 過去に受賞された企業におかれましては、前回のご参加後、４年以上経過して尚且つ前回と
は異なったブランド、あるいはサービスでのみご応募いただけます。
• BLCCJ会員以外の企業もご応募いただけます。
• 駐日事務所の無い企業もご応募いただけます。
• 東京にベースのない参加企業はZoomあるいは別のデジタル・プラットフォームによるプレゼン
テーションの方法を選択することができます。
• 注意：今年の日本輸出大賞の選抜において、新型コロナウイルスに起因したプラスあるいは
マイナスな影響は評価に考慮されます。

パート１（登録）
1. 会社名 + 住所 (電話, Email, URL):

2. 会社本社 + 住所 (電話, Email, URL):
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3. 1.と2.が同じ場合は、販売代理店や担当者がいる場合＋住所（電話、Email、URL）をご記入く
ださい。

4. 主な事業内容：

5. 日本での会社設立日（または日本・ベルギー・ルクセンブルグとの取引開始日）：

6. 全世界および日本での従業員数：
2020:
2021:
2022:

7. 全世界および日本での従業員数：
2019:
2020:
2021:

8. 過去3年間のベルギー・ルクセンブルグ-日本間のビジネスの成長率：
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パート 2（プレゼンテーション)
一般的な基本情報のプレゼンテーションは避け、以下の質問に焦点を当てたプレゼンテーション
をしてください。参考資料やプレゼンテーション資料を添付してください（パワーポイント、PDF）
1. 日本との貿易で最も重要な成果は何ですか？

2. 最初のビジョン（計画）とそれに対するアプローチ（戦略）はどのようなものでしたか？

3. 成功のためのKSF（Key Success Factor）は何でしたか？

4. 競合他社と比較して、自社の強み、オリジナリティは何ですか？

5. マーケティング、マーチャンダイジングなどにおける御社の目標や信念は何ですか？
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6. COVID-19は日本とのビジネスに影響を及ぼしましたか？ はい、と答えた方は具体例と対策
についてお聞かせください。

7. 自由記入欄

このアンケートに回答し、プレゼンテーションを送信することで、貴社は「日本輸出大賞 2022-2023」に登録されます。
BLCCJ は、企業概要が日本輸出大賞の趣旨にそぐわない場合は、立候補を拒否する権利を有します。選考に必要
な場合は、BLCCJ は候補企業に追加情報を伺うため連絡することがあります。BLCCJ は、上記情報の機密保持を
保証します。

---------------------------------------------------------------------------申請者の氏名：
役職名：
会社名：
E-mailアドレス：
電話番号：

アンケート用紙は 2022 年 8 月 31 日（水）までに、BLCCJ 事務局：info@blccj.or.jp へメールにて
ご返送ください。

BLCCJ / NEA - 8

