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”Going Nuts!®“ はL.A.生まれのオーナーが
西海岸のオーガニック食文化とびわ湖の持続可能な
ライフスタイルを融合させたフードブランドです。

”Going Nuts!“は夢中になる・熱狂するという意味です。

ココロ・カラダ・地球にイイコトはじめよう。

All Rights Reserved. Going Nuts! ©



海外では脱プラスチック・量り売りが当たり前です。
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日本でも当たり前になる日が近いと考えます。



Going Nuts!

70種類以上のナッツ＆ドライフルーツ、3種類のナッツバター、ナッツドリンク各種。

～ナッツの可能性を追求し表現するナッツのアトリエ～



サステナブルな量り売り空間を。



楽しく・美味しく・健康的に。

Going Nuts!が大切にしている価値観。



ü 70種類の豊富なラインナップから選べる。
その７割がディスペンサー限定商品。
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ü 量り売りor詰め放題のシンプルなオペレー
ションでお客様も分かりやすい。

当店で実績ある量り売りシステム
を貴店でも運営可能です。

ZERO WASTE STYLE(ゼロウェイストスタイル）

ディスペンサー＆グラインダーのメリットとは？

ü 独自体験により顧客満足度をアップ。

ü 当店インスタグラムでの継続的なPR(無料）
＊2022年5月 現在フォロワー数10,600人

ü 世界的に量り売りが進んでいないのは
日本だけ。日本古来からの消費スタイルに
戻ろう。

ü 豊富なラインナップで飽きられにくく、
お客様独自のミックスでリピーターを作る。

ü 店舗の限られたスペースでプラスチック＆
フードロス削減をアピールできる
SDGsの取り組みができる。



先入先出し・衛生的・保存に最適な洗練された量り売りシステム。

D20ディスペンサー
本体価格\115,000(税別）
32Lx28Wx65H cm    4.9kg

D30 ディスペンサー
本体価格\147,000(税別）
48Lx28Wx65H cm   6.8kg

D50ディスペンサー
本体価格\198,000(税別）
82Lx28Wx65H cm    10.5kg

GNディスペンサー＃001
本体価格\25,000(税別）
33Lx20Wx33.5H cm
発注単位：6個 2kg/個
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輸⼊品のため納期要確認。運賃・関税は別途お⾒積り。
ディスペンサー＃001は国内在庫あり。

ナッツグラインダー
本体価格\620,000(税別）
W23cm×H66cm×D51cm 重量：32kg



お取引開始の条件。
① Going Nuts!のコンセプトに強い情熱を持っている⽅。

② 事業計画のご提出。(なぜGoing Nuts!でなければならないのか、現在どのような事業展開をされているのか、
Going Nuts!とどのような事業を⽬指すのかを明確に⽰した内容。）

③ 当店⼜はZoomにて事業計画をご説明いただきます。

④ 量り売り什器の導⼊。ディスペンサー D20(¥115,000) 、D30(¥147,000)、 D50(¥198,000)、グラインダー(¥620,000)の
いずれかを１個以上導⼊し什器に⼊れるナッツは当店商品を続けて使う事をお約束できる⽅。什器は海外運賃、
通関費が別途発⽣いたします。

⑤ 量り売り容器にGN瓶＃01⼜は＃02を採⽤ください。デポジット型の運営（GN瓶持参で割引￥1/g適⽤)ができる
⽅。お客様持参のリユース容器も利⽤可能です。

⑥ 発注ロットは下代税別5万円以上をお願いします。

⑦ 発注⽅法は発注システム「MISOCA」をお使いください。
• 発注システムの登録は当店で⾏います。
• MISOCAは無料＆クラウドで簡単に使⽤可能です。

▶上記に同意頂いた⽅のみ、⾒積り、価格表、オペレーションなどの詳細資料を開⽰致します。ディスペンサー⽤ナッツ、グライン
ダー⽤ナッツ、パッケージ商品をお取り扱い頂けます。ブランドボードは１枚無料進呈。

ココロ・カラダ・地球に
イイコト。はじめよう。

Ver-003
D50 ナッツグラインダー GN瓶#02GN瓶#01D30D20 ブランドボード



発注⽅法

<1>
ご登録アドレスにMISOCAから
発注メールが届きます。
URLにアクセスしてください。届かない場合は
迷惑フォルダをご確認ください。

<2>
発注数量を入力します。

<3>
発注内容を確認後、注文を押してください。
注文が完了しました。注文確認メールが届きます。
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発注は全て発注システムMISOCAを使ってご注文ください。

請求書と更新された発注フォームはMISOCAより届きますのでご確認ください。
更新前の発注フォームは削除してください。

注文後の流れ：
発注→注文完了メール→注文承諾メールが届きます。

※上記の価格は実際とは異なります。



Q&A(取引条件）
Q1:Going Nuts!を取扱いたい。
次の全ての条件をクリア頂いた方のみお取り扱いが可能です。
① Going Nuts!のコンセプトに強い情熱を持っている方。
② 事業計画のご提出。(現在どのような事業展開をされているのか、なぜGoing Nuts!でなければならないのか、
Going Nuts!とどのような事業展開を目指すのかを明確に示した内容。）

③ 当店又はZoomにて事業計画をご説明いただきます。※事業内容によってはご希望に添えない場合もあります。
④ 量り売り什器の導入。ディスペンサー D20(¥115,000) 、D30(¥147,000)、 D50(¥198,000)、グラインダー(¥620,000)のいずれかを
１個以上導入。※ディスペンサーは輸入手数料が１台あたり2万円掛かります。

⑤ 什器に入れるナッツは当店商品を続けて使う事をお約束できる方。
⑥ 量り売り容器にGN瓶＃01又は＃02を採用し、デポジット型の運営（GN瓶持参で割引￥1/g適用)ができる方。
※お客様持参のリユース容器も利用可能。

⑦ 発注ロットは下代税別5万円以上です。
⑧ 発注は発注システム「MISOCA」または当店指定のシステムで行う。

• 発注システムの登録は当店で行います。
• MISOCAは無料＆クラウドで簡単に使用可能です。

上記に同意頂いた方のみ、見積り、価格表、オペレーションなどの詳細資料を開示致します。ディスペンサー用ナッツ、
グラインダー用ナッツ、パッケージ商品をお取り扱い頂けます。

Q2:下代、上代を含んだ価格表を送って欲しい。
アライアンス契約時に共有いたします。

Q3:発注ロットを教えてください。
下代税別5万円からご注文可能です。ディスペンサー商品は3kgから発注可能です。
パッケージ商品の発注単位は特にありません。

Q4:注文方法を教えてください。
MISOCA（利用料無料）を使ってご注文ください。お取引開始時にURL掲載のメールがMISOCAより届きます。

Q5:お支払いの方法を教えてください。
初回はご入金確認後に商品を発送致します。次回からは当月末締めの翌月末振込でご対応致します。（振込手数料ご負担ください）

Q6:納期と納品形態を教えてください。
商品：受注後、7営業日以内で発送します。再利用可能なチャック袋でお届けします。※当店定休日は水曜日。夏季休業、年末年始休業あり。
什器：国内在庫がある場合は10営業日以内で発送します。国内在庫がない場合は輸入のため納品まで2～3ヶ月かかります。
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Q7:什器の設置やスタッフ研修は行っていますか？
はい。設置・使用方法は動画(無料)で確認頂けます。現地での設置・研修をご希望の際は有料(実費)にて行います。

Q8:どのような販売方法がありますか？
【ディスペンサー】「量り売り」と「詰め放題」方式があります。「量り売り」は1g×単価で、少量から購入できるメリットがあります。
「詰め放題」は固定金額でGN瓶#01に詰め放題する方法で、量り売りよりお得に購入できます。
【グラインダー】「量り売り」で購入できます。GN瓶#01・#02を持参すると¥1/gを割引購入できます。
※パッケージ商品は量り売り什器を導入後お取り扱い可能です。※２次卸、訪問販売など指定の方法以外では販売は出来ません。
※オンラインSHOPでの販売はご相談ください。

Q9:スタッフの業務負担が心配です。
量り売り什器はシンプルな動作で購入できるため、基本的に決済以外はセルフが可能です。購入方法や価格もわかりやすく説明ボードに記載
しています。

Q10:送料を教えてください。
【商品】下代税別10万円未満の商品発送は送料が発生いたします。1箱の運賃:北海道2360円 北東方1910円 南東北1795円
関東・信越・四国・九州1680円 関西・北陸・中部・中国1565円 沖縄3480円)
【量り売り什器】ディスペンサーは10,000円/台、GNディスペンサー#001は10,000円/セット(6個）、グラインダーは15,000円/台の送料
が発生。※離島を除く全国一律。ナッツディスペンサーは輸入手数料が１台あたり2万円必要です。

Q11:商品の保存はどのようにすれば良いですか？商品の賞味期限は？
直射日光と高温多湿を避けてください。納品時の袋で密封保存すればナッツは6ヶ月、ドライフルーツは12ヶ月保存が可能です。開封後ディ
スペンサーで、約３ヶ月保存が可能です。冷暗所でナッツ・ドライフルーツ は約３ヶ月保存が可能です。購入後のお客様は密封容器で保存し
ていても、蓋の開け閉めを繰り返す事で酸化が進むため１ヶ月程度で召し上がって頂く事をお勧めしています。ナッツバター は抽出後、1週
間程度風味を保てます。その後は冷蔵保存で1週間程度保存可能です。多少固くなりますが料理に使うのがおすすめです。

Q12:ドライフルーツに白い物が付着しています。
ドライフルーツにはムラや暗色のものや表面が白くなっているものがありますが、これは糖化によるものでカビではありません。この色調は
着色料や漂白剤を一切使用していない自然本来の色であり、成分中の糖度が高いためですので品質に問題ございません。

Q13:ドライフルーツ が固くなっています。
ドライフルーツは低温になると固くなりますが、常温で柔らかく戻ります。

Q14:ピスタチオに緑色の粉が付いていたがカビですか？
カビではありません。ハーブを使ったピスタチオは緑色のハーブが付いていますので品質に問題ありません。



Q15:デーツシロップが結晶化しています。
デーツ シロップは白く固まることがありますがカビではありません。結晶化は天然のはちみつと同様、天然のデーツ シロップ本来の特性であり品質に問
題はありません。60度程のお湯に容器を入れて、ゆっくりと溶かすことで風味を損なわずに元に戻して美味しく召し上がって頂けます。電子レンジでの
加熱は容器が破損する恐れがありますのでお控えください。

Q16:什器に虫やネズミの侵入リスクはありませんか？
効果的な対策をアライアンス契約後に共有いたします。

Q17:商品・什器以外で購入が必要な備品はありますか？
【当店から購入】木製POP、説明ボード、追加分ブランドボード(１枚目贈呈）、 GN瓶#01#02、バターカップ。
【直接調達】スクープビン用トング、紙袋、ディスペンサー用受けカップ、量り売り用はかり、乾燥剤、エイジレス、使い捨て手袋、アルコール、
グラインダー用対荷重の机。

Q18:グラインダーでケガをする事はありませんか？
グラインダーにはナッツ補充時や洗浄時のケガを防ぐため安全スイッチが搭載されています。

Q19:ナッツを食べていて歯がかけた。
ナッツやドライフルーツは固い商品ですのでお口のケガにご留意ください。

Q20:乾燥剤について教えて欲しい。
アライアンス契約後に共有いたします。

Q21:量り売り什器のメンテナンスについて教えてください。
グラインダーはアルコールで拭くなどの簡単な日々のお手入れと、月に1回の洗浄をしてください（所要時間15分）
全ての量り売り什器は中身を入れ替える前に洗浄してください。

Q22:量り売り什器に他社の商品を入れたいのですが？
アライアンス契約内容としてGoing Nuts!専用量り売り什器として運営いただきます。

Q23:ナッツを使ったレシピはありますか？
アライアンス加入後にご提供いたします。

Q24:アレルギーはありますか？
アーモンド、くるみ、大豆、カシューナッツ、リンゴ果汁を使用したドライフルーツ等はアレルギーの方はご留意ください。

Q25:取引終了後は量り売り什器はどうしたら良いですか？
長くお付き合い頂ける方のみアライアンス契約をさせて頂いております。



Q26:量り売り什器の保証期間を教えてください。
【ディスペンサー】製造上瑕疵の場合、1年間の保証期間です。お客様過失・故意による故障は有償になります。
【GN#001ディスペンサー】製造上瑕疵の場合、1年間の保証期間です。お客様過失・故意による故障は有償になります。
【グラインダー】製造上瑕疵の場合、1年間の保証期間です。お客様過失・故意による故障は有償になります。

Q27:量り売り什器の故障時の送料を教えてください。
保証期間である納品後1年以内の製造瑕疵による不具合が生じ、修理が必要な場合は、往復の送料を弊社で負担いたします。
また部品の交換についても１年以内の製造瑕疵の場合は弊社負担で発送致します。

Q28:輸入品として知っておかなければならない事はありますか？
原料生産地での気候条件、収穫状況、国際情勢の変化などにおいて、やむを得ず商品ラインナップや 商品規格、表示される栄養成分値の変
更、商品価格の改訂、一時休売や終売になる可能性がありますことを予めご了承下さい。商品の在庫状況、賞味期限及び原料産地などと併せ
て、必要に応じて事前確認を頂きますようお願いいたします。

Q29:オーガニック商品として知っておかなければならない事はありますか？
・製品、原材料は選別工程を経ておりますが、加工度の低い農産物商品ですので稀に茎、枝、殻片、種など農作物由来他の不純物が残留して
いる可能性があります。ご使用の際には有機農産物原料であるこれらの原材料の性質を十分にご理解頂き、くれぐれもご注意のうえご使用下
さい。

・オーガニック農産物は製造、運搬、保管上での燻蒸処理、殺虫処理などが出来ません。害虫の発生、外部からの侵入が起こりやすい原材料
の性格をご理解頂き害虫発生を未然に防ぐ為、原材料の保管、ご使用環境には十分ご留意下さい。

Q30:他のナッツとの違いを教えてください。
こだわった栽培方法で育てた農薬不使用のナッツとドライフルーツです。当店の商品は生産量が少なくため流通しにくく、
無添加なのに風味が豊かで味がしっかりしているのが特徴です。産地は主にカリフォルニア、アリゾナ、オーストラリア、インド、トルコ、
ペルー、コスタリカなど様々です。

Q31:返品対応について教えてください。
・万が一不純物の混入などが多く問題がある場合は、当該原料の荷姿単位での返品、交換、赤伝処理を以ってご対応とさせて頂くこととし、
当該原材料ロット分全ての回収、交換は致しかねますことをご理解ください。当該原材料を使用し製造された「商品」としての回収や、広告
記事への掲載など掛かる費用の補償につきましても、原材料の性質上ご容赦頂きたく、 予めご理解のほどお願い申し上げます。


