
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、インバウンドの減少や輸出の停滞などにより、
在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少などが顕著な国産農林水産物等の、

インターネットでの販売促進を支援します。

指定のインターネット販売サイトで対象品目を
販売する際の『送料』を全額補助！
サイトへの出品者を募集中

詳細・説明会参加
申込みはこちら インターネット販売推進事業特設サイト https://ec-hanbai-suishin.jp/

インターネット販売サイトへの出品検討者向けの事業参加説明会を全国で開催中!
支援方法や対象品目、申込方法などの本事業に関する詳細をお伝えする説明会を下記の会場・日程で開催します。

WEB説明会を毎週開催中！ どちらの地域の方もWEB説明会はご参加可能です。お申し込み後説明会の参加案内を送らせていただきます。
説明会に参加申込みの際は特設サイトで対象品目をご確認の上お申し込みください。

※上記説明会スケジュールは、変更となる可能性がございますので、特設サイトホームページ（https://ec-hanbai-suishin.jp/）を随時ご確認ください。

本事業は、農林水産省の国産農林水産物等販売促進緊急対策事業の一環で実施されます。

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル6F事業実施主体：

お問い合わせ・お申し込み ▶ インターネット販売推進事業事務局　生産者問合せ窓口
TEL.03-3481-2869お問い合わせ 受付時間　平日9:30～17:00

E-mail：seisansha@nissyoku.co.jp
FAX.03-3481-2903お申し込み

●現地説明会受付では検温を実施させていただきます。体温が37.5度以上の方は説明会の参加をお断りさせていただきます。
●説明会にご来場いただく場合は必ずマスクを着用の上ご参加ください。
●説明会当日体調が優れない場合はご来場をお控えください。（発熱や咳など風邪症状や息苦しさなどの症状があるお客様）
●新型コロナウィルスの蔓延の状況によっては、説明会を中止する場合があります。ご来場の際は、本HPを確認の上ご参加ください。

現地説明会への
ご来場に関するご注意！

札幌駅前ビジネススペース 
カンファレンスルーム 2H

北海道（札幌市）

9月10日（木） 10:30～ 14:00～
北海道札幌市中央区北5条西6丁目1-23 第二北海道通信ビル２階

釧路市生涯学習センター
705・706号室

北海道（釧路市）

9月8日（火） 10:30～ 14:00～
北海道釧路市幣舞（ぬさまい）町４番28号

TKP仙台南町通カンファレンス
センター/ホール8A

宮城県（仙台市）

9月7日（月） 10:30～ 14:00～
宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-10仙台南町通ビル8階

秋田市民交流プラザ
多目的ホールB

秋田県（秋田市）

9月2日（水） 10:30～ 14:00～
秋田県秋田市東通仲町4番1号 2階

ソニックシティビル
602会議室

埼玉県（さいたま市）

9月2日（水） 10:30～ 14:00～
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル6階

ビジョンセンター横浜
307AB

神奈川県（横浜市）

9月11日（金） 10:30～ 14:00～
神奈川県横浜市西区北幸2‐5‐15プレミア横浜西口ビル3階

CSA貸会議室/５D

静岡県（静岡市）

9月4日（金） 10:30～ 14:00～
静岡県静岡市葵区御幸町１１-８ レイアップ御幸町ビル5階

金沢勤労者プラザ
３０４･３０５研修室

石川県（金沢市）

9月4日（金） 10:30～ 14:00～
石川県金沢市北安江3-2-20

三重県総合文化センター
生涯学習棟中研修室

三重県（津市）

9月9日（水） 10:30～ 14:00～
三重県津市一身田上津部田１２３４

京都リサーチパーク
東地区1号館G会議室

京都府（京都市）

9月16日（水） 10:30～ 14:00～
京都府京都市下京区中堂寺南町134 4階

第一セントラルビル1号館
中ホール

岡山県（岡山市）

9月4日（金） 10:30～ 14:00～
岡山県岡山市北区本町６-３６ 3階

Progresso eventroom
イベントルーム　パーク

愛媛県（松山市）

9月9日（水） 10:30～ 14:00～
愛媛県松山市湊町４丁目３-１０ 1階

TKPガーデンシティ広島駅前大橋
カンファレンスルーム4B

広島県（広島市）

9月8日（火） 10:30～ 14:00～
広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング4階

くまもと森都心プラザ
AB会議室

熊本県（熊本市）

9月14日（月） 10:30～ 14:00～
熊本県熊本市西区春日１丁目１４-１

那覇市IT創造館/大会議室

沖縄県（那覇市）

9月15日（火） 10:30～ 14:00～
沖縄県那覇市銘苅２丁目３-６

品目横断的販売促進緊急対策事業における

インターネット販売推進事業

令和２年度　国産農林水産物等販売促進緊急対策事業
（#元気いただきますプロジェクト）

日本食糧新聞社/食の間

東京都

9月10日（木） 10:30～ 14:00～ 19:00～
東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル6階

イオンコンパス名古屋駅前
会議室/ルームA+B

愛知県（名古屋市）

9月8日（火） 10:30～ 14:00～
愛知県名古屋市中村区椿町１８-２２ ロータスビル5階

AP大阪梅田東ROOM J+K

大阪府（大阪市）

9月15日（火） 10:30～ 14:00～ 19:00～
大阪府大阪市北区堂山町３－３ 日本生命梅田ビル5階

A.R.Kビル貸会議室/大ホール

福岡県（福岡市）

9月1日（火） 10:30～ 14:00～
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17-5 2階

駅前オフィス貸会議室
大会議室

新潟県（新潟市）

9月23日（水） 10:30～ 14:00～
新潟県新潟市中央区東大通111 第五マルカビル7階

現地＋
WEB説明会

現地＋
WEB説明会

現地＋
WEB説明会

現地＋
WEB説明会



インターネット販売推進事業指定販売サイト一覧

技と手間暇を注いだ逸品を集めた
「技わざ」ショップです。

技わざ
豊洲市場を拠点とし日本中の魚と青果物、それに姉妹店の
お肉や加工品も扱っています。生産者・メーカー・セリ人・
仲卸さんが心に秘めている「おいしいからもっと売れるはず
の商品」を一緒に広げていきます！

豊洲市場ドットコム
食べチョクは、こだわり生産者さんのオンラインの直売所
です。感動の声が直接届きますので、直販にご興味のある
方はどなたでもご連絡お待ちしております。

食べチョク

他社通販サイト様と異なり、コロナ禍に特化した臨時の応援
販売サイトです。生産者様のご協力を頂くことも必須です
が、パイナップルを1か月半で1,200万円販売する事例も
発生しております。お気軽にお問い合わせください。

たべまる～食卓から応援食べてつなげよう支援の輪～
REACHSTOCKでは、料理人が認める食材の家庭向け販売
及びレストランを中心とした業務店向け販売を行っていま
す。普段は流通しない食材や生産者こだわりの食材などを
募集しています。

料理人御用達のいちおし食材リーチストック
「やっちゃば倶楽部」は精肉や鮮魚、新鮮野菜など全国各地
の「旨いもん」と出会える通信販売サイトです。販売する
商品については、より良いものを厳選しておりますので、
お取引をご希望の場合はご連絡ください。

やっちゃば倶楽部

ネームバリューにとらわれることなく、「おすすめする理由」
があるものを探しています。作り手のこだわりや想いを
お届けするとともに、地域それぞれの文化や風土もお伝え
するサイトです。

EVERYTHING FROM.JP Market
「2020スマイルフラワープロジェクト」では、コロナに立ち
向かうため、これまでに累計200万本以上のお花を皆様に
お届けしています。生産者も、事業者も、みんながつながって！
お花で日本を元気にする取り組みです。

花農家救済協会2020 スマイルフラワープロジェクト
国産農畜産物の産地直送インターネット通販『ＪＡタウン』
です。コロナ禍で影響のあった国産農畜産物の産地・生産者
様を、全国のＪＡを通じて支援をしています。どうぞよろしく
お願いします。

ＪＡタウン

私たちは、京都北部の地域商社として地域産品の卸事業を
行っています。京都の農林水産物の魅力や美味しさを、
生産者の皆様の「本物」の京ブランドを、多くの消費者の
方々に一緒にお届けしましょう。

丹後王国こだわり市場
GreenMarketは安心・安全なオーガニック通販サイトで
す。インター販売ネット販売推進事業対象品目について
オーガニック生産者様の販売支援につながるように努め
させていただきます。

GreenMarket～安心安全なオーガニック食品～
ポケマルは全国2800名を超える生産者が出品するプラット
フォームです。一次生産者であれば、どなたでもご出品
いただけます。運送会社との提携により送り状が自動発行
されるため、ネット販売初心者にもおすすめです！

ポケットマルシェ

北海道の観光業界は多大なるダメージを受け、道の駅・直売所もお客
様が減少しております。その中で少しでも応援できるよう、参加いたし
ました。北海道に特化したサイトで、生産者と一緒に回復の道を歩み
たく思います。北海道の生産者様からご連絡をお待ちしております。

北海道旬直【北海道の安全な食だけをお届け】

「茶ゴコロ」はお茶を通じた出会いと文化を発信するコミュ
ニティメディアです。「茶ゴコロ」のコンセプト・取組に共感い
ただいた上で、新しいことに挑戦する「茶ゴコロ」ファミリー
を募集中です!

CHAGOCORO

「産直たべるーぷ」では通常商品だけで
なく産地ロス品にも価値を見出し、販売
先をご紹介します。

産直たべるーぷ
新型コロナウイルスにより売上げ、出荷
数の減少している生産者の皆様を支援
いたします。

成田ヤマニ

HitoHana（ひとはな）は、日本最大級の花と植物の専門の
ECサイトです。産地直送販売はもちろん、葛西市場、梅田
市場やさいたま市に制作・在庫するスペースを持っており
ます。お気軽にお問い合わせくださいませ。

HitoHana
そばを中心に福井の特産品も取り扱っています。そばに
限らず福井の生産者さんの商品や福井県以外でも産地直送
が対応できる商品も取り扱いたいと思います。

越前そば

高知かわうそ市場は、主に高知とゆかりのある産品を取り
扱うECサイトです。消費者に届けたい産品があれば高知
以外からであったとしてもご助力できることがあるかも
しれないため、まずはご連絡いただけますと幸いです。

高知かわうそ市場
株式会社まつのでは外食産業向けの業務用青果・食材卸
を手掛けておりますが、コロナウィルス感染拡大を受け
個人向け宅配を立ち上げ注力しております。産地の果物を
消費者の方々にお届けできるよう努めて参ります。

まつのベジタブルガーデン
こだわり尽くして農業をする人たちが沢山いらっしゃる事
を承知しております。昨今その想いが伝わりにくく、生産者
様のこだわりや想いを今の時代に合った方法でより多くの
方々にお伝える事が使命だと考えております。

Jp-Farmers

やさいバスはやさいでつながる「おいしい」物流サービス
です。持続可能な社会を次世代へ。やさいはもちろん、
果物、魚、加工品、花も運びます。地域の皆さんと一緒に
新しい未来の食を創ります。

やさいバス
【自らは生産のプロ！】その為、注文管理までは中々難しい！
と言う生産者の方々を多くお手伝いしております。また、
各県庁、地方自治体、地銀とも連絡を取り合っております
ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

FOODoor
弊社は小規模事業者のために、地元の鹿児島県産を中心
に取り扱っております。私たちに何が出来るか分からない
ことばかりですが、お互いに知恵を出し合いながら進んで
いければ良いなと思っております。

グルメ・スタジアム

インターネット販売推進事業特設ページを作成致しました！
農業生産法人が運営管理しております。消費者の皆様へ
1点でも多く、美味しい農産物を送り届けられるよう努め
ます！

原田農園
食の都 大阪・天満の地で長年を、営んでおります！美味しい
食べ物を求め、日本中を食べ歩きした喜多條清光が責任を
もって、「新型コロナウィルス」に負けないように皆様とご
一緒に頑張っていきます。どうぞ  よろしくお願いします。

昆布専門店 SHOP-KOMBU
生産者様の商品を産地直送でお届けするインターネット
専門店です。生産者様が妥協せず作られた商品を丁寧に
販売しています。発注から発送までの流れも、なるべく
生産者様のご負担にならない仕組みとしております。

ふるさと産直村

うなぎ屋かわすい 川口水産では、日本一美味しいうなぎを
日本中の方にお届けすることを目指して頑張っております。
当店で何かお手伝いできることがありましたら、お気軽に
ご連絡ください。

うなぎ屋かわすい
通常廃棄していた食品をKURADASHIのサイト上に簡単に
掲載することができ、社会貢献意識の高い利用者へマッチ
ングします！売上金の一部はNPO等へ寄付いたします。
フードロス削減のためにぜひ一緒に取り組みましょう！

社会貢献型ショッピングサイト KURADASHI
魚ポチは飲食店向け卸売サイトです。会員登録いただいて
いる16,000店舗以上のお客様に生鮮品を届けています。
当社が一括で仕入れて梱包出荷しておりますので、お取引
を希望の方がいましたらご連絡ください。

魚ポチ

ドライブスルーうおポチから派生した「うおポチ宅配便」は
消費者向けに宅配便で生鮮品を届けるサービスです。
当社が一括で仕入れて梱包出荷しておりますので、お取引
を希望の方がいましたらご連絡ください。

うおぽち宅配便
安全やおいしさのために手間ひまを惜しまず栽培してきた
本当に良い品を、適正な価格で、生産者の畑から消費者に
直接届く仕組みをつくり、地域の農業発展をサポートしたい
という思いで運営しております。

農家直売どっとこむ
THE FARM WEB SHOPは千葉県香取市にある農園
リゾートTHE FARMが運営するウェブショップです。出品
方法やご不明点など、お気軽にお問い合わせください。

THE FARM WEB SHOP

胡蝶蘭生産農園【黒臼洋蘭園】直営の胡蝶蘭専門店です。
農園直営ならではサービスを提供しています。今こそ、
花の持つ癒しの力が必要とされます。皆様が丹精込めて
作られた花を、より多くのお客様へお届けしましょう。

有限会社 黒臼洋蘭園
地方新聞社厳選47CLUBは、全国の地方新聞社が厳選した
地域の特産品を取り扱うECサイトです。本企画では、主に
全国の道の駅と連携し、商品展開を行っています。

47CLUB×お家で道の駅
「あるよ」は、栃木県の食材をメインに美味しい食品を販売
しています。宇都宮餃子、和牛、鰻、鮎、果物農家のイチゴ・
梨など、全商品がショップ直送の美味しい食べ物で、気軽
に簡単に買うことのできるショッピングサイトです。

掲載の指定販売サイトは令和2年8月18日現在の情報
です。最新情報は特設サイトにてご確認を下さい。

あるよ

今回のプロジェクトが少しでも生産者の皆さまの力に
なれたら嬉しいです。同時にメイドインジャパンの商品
の素晴らしさをお客様に感じていただけたらと思って
います。

こだわりや
当社はお客様に、より良い商品や高品質な商品を提供して
きました。ヨドバシドットコム内の特設ページで、多くの
お客様に皆様の逸品をご紹介させてください。出品に
関するご相談やご連絡をお待ちしております。

ヨドバシ・ドット・コム


