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事前確認事項 

別紙「2018 年度 製品募集要項」をご確認いただき、募集しているカテゴリー、品目毎の基
準に応募製品が適合することをご確認お願い致します。 

申請前の準備 

1. 製品の原材料が全て国内産であることを示す資料 （納品書、製品規格書、etc） 
2. 製品の写真 （カラー 正面写真） 
3. 製品ラベル （食品一括表示ラベル、製品規格書、etc） 
4. 営業許可証（写し） 

※営業許可が必要ない製造の場合、こんにゃく、梅干、等では不要です。但し、漬物は届出済証をご
準備ください。管轄自治体によっては条例営業許可とされている場合にはこの許可証で対応をお願
い致します。 

5. 水質検査結果 
※製造に使う水が水道水以外の場合には必要となります。 

6. 製品製造工程フローチャート 
7. 製品規格書 
8. 製造工場見取図 
9. 製造工場周辺地図 

※上記を A4 サイズ、ファイル形式：jpg,  png,  gif,  bmp,  pdf でご準備ください。 

WEB 申請の流れ概要 （事業所登録 → 製品申請登録） 

 1）事業所登録 

【利用規約の同意】→【事業所情報の入力】→【担当者情報の入力】→【入力内容確認】
→【仮登録完了】→【メール認証】→【事業所登録完了】 

 ２）製品申請登録 

【ログイン】→【品目の選択】→【製品詳細情報の入力】→【製造所情報の入力】→【入
力内容確認】→【申請完了】 



１）事業所登録方法 

 STEP１【事業所登録画面へ】 

① 「食の 3 重丸」WEB サイト上の【2018 年度 製品申請】バナーをクリックします。 
② 【新規事業所登録】ボタンをクリックします。 
③ 利用規約等をご確認頂き、【規約に同意して事業所登録を開始する】ボタンをクリック

します。 

 STEP２【事業所の登録】 

① 画面の案内に沿って必要事項を入力します。 
・ 法人名 
・ 業態（製造者 または 販売者）自社製品の場合は製造者、PB などの委託製造の場

合は販売者 
・ 本社所在地 （郵便番号、都道府県、市区町村、市区町村以外、建物） 
・ 電話番号（本社代表）、FAX 番号（本社代表） 
・ 代表者 （法人代表者氏名、法人代表者氏名カナ、役職） 

② 【次へ】をクリックします。 

 STEP３【担当者情報の登録】 

① 画面の案内に沿って必要事項を入力します。 
・ 申請者 （部署、役職、氏名、氏名カナ） 
・ 所在地 （郵便番号、都道府県、市区町村、市区町村以外、建物） 
・ 連絡先 （電話番号、FAX 番号、メールアドレス） 

② 【次へ】をクリックします。 

 STEP４【登録内容の確認】 

① 登録内容の確認画面が表示されますので、内容を確認します。 
② 問題なければ【仮登録ボタン】をクリックします。 

 STEP４【メール認証】 

① 担当者のメールアドレスに認証メールが届きます。 
② 届いたメールに記載の URL へアクセスし認証が完了です。 



２）製品申請登録方法 

申請する製品の情報を登録します。 
 
各画面にある【保存して次へ】ボタンを押すと、入力内容を保存しますので、入力を途中

で止めた場合でも、続きから入力する事ができます。 
※続きから開始する場合は、ログイン後の「申請データ一覧」画面上の【仮申請の続きを入力】ボタンを
クリックしてください。 

 STEP１【ログイン画面】 

① 「食の 3 重丸」WEB サイト上の【2018 年度 製品申請】バナーをクリックします。 
② 【事業所ログイン】ボタンをクリックします。 
③ ログイン画面で、設定いただいた「ログイン ID」「ログインパスワード」を入力し、【ロ

グイン】ボタンをクリックします。 

 STEP２【申請の開始】 

① 【新規申請】ボタンをクリックして申請を開始します。 

 STEP３【申請品目の選択】 

① 申請する製品の「カテゴリ」「品目」を選択します。 
※該当するカテゴリ、品目が無い場合には今回の募集に対応していません。 

② 【保存して次へ】をクリックします。 

 STEP４【製品詳細情報の入力】 

① 画面の案内に沿って必要事項を入力します。 
・ 原材料及び内容 （添加物を含む） 

名称、産地、品種、使用割合、国内産である証明資料（イメージ画像） 
・ 内容量、内容量単位 
・ 製品写真 
・ ラベル画像（食品表示法に基づく一括表示） 
・ 製造工程フローチャート 

② 【保存して次へ】をクリックします。 



 STEP５【製造所、製造ライン、製造担当者の選択（入力）】 

① 申請商品に対する、製造所、製造ライン、製造担当者を選択（入力します。） 
② 製造所、製造ライン、製造担当者を追加する場合は、【追加】ボタンをクリックして、

登録画面に進みます。 
 
製造所の登録 
・ 名称 
・ 所在地 （郵便番号、都道府県、市区町村、市区町村以外、建物） 
・ 電話番号、FAX 番号 
・ 営業許可情報 （許可証番号、許可証（写し）、許可証のない理由） 
・ 製造所見取図 
・ 製造所周辺地図 

 
製造ラインの登録 
・ 製造ライン名 
・ 外国産原料の取り扱いの状況（外国産の取り扱いの有無、外国産原料名） 
・ 製造ラインの状況 （専用、共用） 
・ 製造ラインが共用の場合 混入防止対策（原料倉庫、製造ライン） 
・ 過去一年間の申請製品の製造量 
・ 製造に使用する水 
・ 排水 
・ 廃棄物 
・ 副産物 
・ 環境貢献、CSR 等に関するアピールしたい内容 

 
製造担当者の登録 
・ 部署、役職、氏名、氏名カナ 
・ 所在地 （郵便番号、都道府県、市区町村、市区町村以外、建物等） 
・ 連絡先 （電話番号、FAX 番号、メールアドレス） 
 

③ 選択（登録）が完了したら【保存して確認画面へ】をクリックします。 

 STEP６【入力内容の確認】 

① 入力内容の確認画面が表示されますので、内容を確認します。 
② 問題なければ【登録ボタン】をクリックします。 
 



■事業所情報
項目項目名 説明 例

法人格 プルダウンメニューから選択登録

法人格の位置

法人格の位置を選択登録
○無し
○前
○後

業態
業態を選択登録
○製造者
○プライベートブランドの販売者

事業所名 法人の場合は法人名、個人事業者の方は店舗名など
事業所名カナ 事業者名のカナ表記（よみ方をカタカナで）
郵便番号 半角ハイフン無しの７桁番号
都道府県
市区町村
市区町村以外

建物等
共用の建物の場合などの場合に建物名称、フロア階など
を登録

電話番号 代表電話番号　（市外局番から）ハイフンを含む
FAX番号 代表ＦＡＸ番号（市外局番から）ハイフンを含む
代表者氏名 事業の代表者の氏名
代表者氏名カナ 事業の代表者の氏名カナ表示（よみ方をカタカナで）
役職 例）代表取締役社長
ホームページＵＲＬ
ホームページ用電話番号
通信販売用電話番号 （市外局番から）ハイフンを含む
通信販売用ＦＡＸ番号 （市外局番から）ハイフンを含む

■担当者情報
項目項目名 説明 例

ログインＩＤ 任意のＩＤを登録
ログインパスワード 任意のパスワードを登録
部署 所属部署を登録
役職 役職を登録
氏名 氏名を登録
氏名カナ 氏名カナを登録

郵便番号
申請担当者の在籍地の郵便番号を登録
半角ハイフン無しの７桁番号

都道府県
市区町村
市区町村以外

建物等
共用の建物の場合などの場合に建物名称、フロア階など
を登録

電話番号 製造所の電話番号を登録
FAX番号 製造所のFAX番号を登録
担当者メールアドレス メールアドレスを登録



■製品情報
項目項目名 説明 例
新規申請品目の選択

カテゴリー プルダウンメニューから選択
品目 プルダウンメニューから選択

１．申請製品

製品名 製品名
製品名カナ 製品名カナ

２．原材料及び内容（添加物を含む） 原材料及び添加物は使用しているもの全てを登録して下
さい。
原材料は重量比の多いものから順に登録

原料(1)の名称 原材料の名称 例）大豆［遺伝子組み換えでない］

原料(1)の産地
複数の都道府県の場合は「国内産」単独の場合はその都
道府県名

例）国内産または都道府県名

原料(1)の品種
原材料の品種を登録
具体的に分からない場合は「複数品種」を登録

例）とよほまれ

原料(1)の使用割合 製品に使用している重量割合（パーセント） 例）100～1%の数値

原料(1)の国内産の証明書
国産でることを証明できる資料のイメージ画像
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

例）納品書などのイメージ画像

原料(2)の名称 原材料の名称 例）しょうゆ
原料(2)の産地 産地
原料(2)の品種 原材料の品種
原料(2)の使用割合 製品に使用している重量割合（パーセント） 例）100～1%の数値

原料(2)の国内産の証明書
国産でることを証明できる資料のイメージ画像
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

例）納品書などのイメージ画像

原料(3)の名称 原材料の名称 例）
原料(3)の産地 産地
原料(3)の品種 原材料の品種
原料(3)の使用割合 製品に使用している重量割合（パーセント）

原料(3)の国内産の証明書
国産でることを証明できる資料のイメージ画像
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

原料(4)の名称 例）しょうゆ（調味料）
原料(4)の産地
原料(4)の品種
原料(4)の使用割合 例）100～1%の数値

原料(4)の国内産の証明書
国産でることを証明できる資料のイメージ画像
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

例）納品書などのイメージ画像

原料(5)の名称
原料(5)の産地
原料(5)の品種
原料(5)の使用割合

原料(5)の国内産の証明書
国産でることを証明できる資料のイメージ画像
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

６位以下の原材料 ６位以下の原材料を全て登録（カンマ区切り）
６位以下の原料の使用割合 製品に使用している重量割合（パーセント）

使用添加物
使用している全ての添加物の名称を登録
（カンマ区切り）

例)塩化マグネシウム、ビタミンＥ

加工助剤
加工助剤不使用の確認チェック
（加工助剤は基準としては不使用）

※加工助剤は不使用が基準

３．詳細情報
(1)内容量 内容量を数値で登録（小数も入力可）
   内容量単位 内容量の単位を選択登録

   付属物の有無
付属物（たれ、つゆetc）の有り、無しを選択登録
○有り
○無し

   付属物の内容 付属物が有りの場合に内容を登録 例）たれ

(2)製品画像（正面写真）
製品の正面写真を登録
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

(3)食品表示法に基づく一括表示
食品一括表示（ラベル）を登録
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

(4)製品情報ホームページＵＲＬ 製品情報の掲載されたホームページのページＵＲＬ

(5)製造工程フローチャート
製造工程フローチャートを登録(A4ｻｲｽﾞ)
ファイルはgif,bmp,jpg,png,pdf,xls,xlsx,doc,docxの
形式で、サイズは5MBまで

(6)商品規格書
商品規格書を登録(A4ｻｲｽﾞ)
ファイルはgif,bmp,jpg,png,pdf,xls,xlsx,doc,docxの
形式で、サイズは5MBまで



■製造所情報
項目項目名 説明 例
製造所

製造所名 名称が無い場合は「製造所０１」を登録 例）○○第１工場
製造所名カナ 例）マルマルダイイチコウジョウ
郵便番号 製造所の郵便番号を登録　ハイフン無しの７桁番号
都道府県
市区町村
市区町村以外
建物等 共用の建物の場合などの場合に建物名称、フロア階など

を登録
電話番号 製造所の電話番号を登録
FAX番号 製造所のFAX番号を登録

営業許可証番号 許可証が無い場合には「許可証無し」を登録
製造営業許可証（写し） 対象製品の製造施設として法許可を取得している場合に

は該当の営業許可証（写し）のイメージ画像を添付
（A4ｻｲｽﾞ)
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで
　法許可＜製造許可＞
　・食用油脂製造業
　・みそ製造業
　・醤油製造業
　・ソース類製造業
　・酒類製造業
　・豆腐製造業
　・納豆製造業
　・めん類製造業
　・そうざい製造業　など
　報告営業
　・漬物製造　など
　※製造所の管理自治体により異なります。

営業許可証のない理由 許可証または届出済証などが必要ない場合には、その旨
などを登録

製造所見取図
製造所の見取図をイメージ画像等で添付　（A4ｻｲｽﾞ)
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

製造所周辺地図
製造所週現地図をイメージ火造等で添付　（A4ｻｲｽﾞ）
ファイルはgif,jpg,png,pdfの形式で、サイズは5MBまで

■製造ライン情報
項目項目名 説明 例

製造所の選択 製造所を複数登録している場合には該当する製造所を選
択登録

製造ライン名 名称が無い場合は「ライン０１」などを登録 例）飲料製造ライン
製造ライン名カナ 例）インリョウセイゾウライン

(1)製造施設の状況 外国産原料の使用状況を選択登録
○取り扱う原料は国産のみ
○外国産原料の取り扱いあり

例）●外国産原料の取り扱いあり

　外国産原料が有る場合の
　外国産原料名

外国産原料の取り扱いがある場合に
その原材料名を登録

例）大豆（遺伝子組み換えでない）

(2)国産原料と外国産原料の製造
   ラインの状況

製造ラインの状況を選択登録
○専用
○共用

例）●共用

　製造ラインが共用の場合
　原料倉庫での混入防止について
　（原料倉庫）

製造ラインが共用の場合
原料倉庫での混入防止について対処を登録

例）倉庫の棟で分けて保管し、入出
庫を記録とともに管理

　製造ラインが共用の場合
　製造ラインでの混入防止について
　（製造工程）

製造ラインが共用の場合
製造ラインでの混入防止について対処を登録

例）生産計画を立て、使用する前に
洗浄と使用原料の確認を徹底

(3)製造実績＿過去一年間の
　　合計製造量

申請製品の過去一年間の合計製造量を登録 例）９５

　製造実績＿過去一年間の
　　製造量の単位

申請製品の合計製造量の単位を選択登録 例）●トン

(4)省エネルギーの工夫についての
　　内容

省エネルギーへの取り組みについて活動等を登録

　製造施設における再生可能
　エネルギー等の導入状況

太陽光、風力、地熱、バイオマス等の自然の力で定常的
（もしくは反復的）に補充されるエネルギー資源より導
かれ、発電、給湯、冷暖房、輸送、燃料等への用いてい
る状況を登録
無い場合には「無し」を登録

(5)製造に使用する水 製造に使用する水を選択登録
○水道水
○地下水等

　　水質検査 使用水で「地下水等」を選択した場合に
○定期的に実施している
○実施したことがある
○実施なし



　　排水 排水状況を選択登録
○排水は出ない
○排水は出るが適法に処理している
○排水はそのまま下水道に流している

　　排水の理由 排水の状況で「適法に処理している」「そのまま下水道
に流している」を選択の場合に理由を登録

(6)廃棄物 廃棄物の発生状況を選択登録
○廃棄物は出ない
○日により出ることがある
○常時一定量出る

　　廃棄物の内容 廃棄物の名称などを登録 例）果実搾り粕、梅酢、etc
　　廃棄物を減らす工夫について 廃棄物を減らす工夫についての説明を登録 例）製品化率の向上
(7)副産物１の状況 副産物１の状況を選択登録

○副産物は出ない
○副産物を再生利用している
○副産物は廃棄処理している

　　副産物１の名称 副産物の名称を登録 例）おから、油かす、etc
　　副産物１の年間発生量 副産物の年間発生量を登録
　　副産物１の発生量の単位 副産物の発生量の単位を選択登録
　　副産物１の再生利用率 副産物の再生利用率を登録
(8)副産物２の状況 副産物２の状況を選択登録

○副産物は出ない
○副産物を再生利用している
○副産物は廃棄処理している

　　副産物２の名称
　　副産物２の年間発生量
　　副産物２の発生量の単位
　　副産物２の再生利用率
(9)副産物３の状況 副産物３の状況を選択登録

○副産物は出ない
○副産物を再生利用している
○副産物は廃棄処理している

　　副産物３の名称
　　副産物３の年間発生量
　　副産物３の発生量の単位
　　副産物３の再生利用率
(10)副産物４の状況 副産物４の状況を選択登録

○副産物は出ない
○副産物を再生利用している
○副産物は廃棄処理している

　　副産物４の名称
　　副産物４の年間発生量
　　副産物４の発生量の単位
　　副産物４の再生利用率
(11)副産物５の状況 副産物５の状況を選択登録

○副産物は出ない
○副産物を再生利用している
○副産物は廃棄処理している

　　副産物５の名称
　　副産物５の年間発生量
　　副産物５の発生量の単位
　　副産物５の再生利用率
(12)その他 副産物で６位以降の名称を登録 例）柑橘の皮
　　利用方法 その他（副産物）の利用方法を登録 例）香辛料の原料
(13)その他アピールしたい内容 例）環境貢献、CSRの内容など

■製造担当者情報
項目項目名 説明 例

製造所の選択
製造所を複数登録している場合には該当する製造所を選
択登録

部署 製造担当者の所属部署を登録
役職 製造担当者の役職を登録
氏名
氏名カナ
電話番号 製造所の電話番号を登録
メールアドレス メールアドレスを登録
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