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▼基本情報

（栃木県による記入例）薄墨さくら製麺株式会社

（とちぎけんによるきにゅうれい）うすずみさくらせいめんかぶしきかいしゃ
※「有限会社」「株式会社」等の部分のフリガナは入れないで入力してくだ

さい。

■業種(主なものを1つ) 食料品製造業

■事業内容(複数選択可)  農業  畜産業

 林業  漁業

 畜産食料品製造

業(乳製品含む)

 水産食料品製造

業

 野菜・果実缶詰

(水煮、ジャム等)、
野菜漬物、惣菜製造

業

 調味料製造業

 精穀・製粉業  パン・菓子製造

業

 めん類・豆腐類

製造業

 その他の食料品

製造業

 清涼飲料製造業  酒類製造業

 茶・コーヒー製

造業

 食品機械・装置

製造業

 その他製造業  農畜産物・水産

物卸売業

 食料品・飲料卸

売業

 その他卸売業

 百貨店、総合

スーパー

 飲食料品小売業

 その他小売業  飲食店

 宿泊業  飲食サービス業

(給食、宅配等)

 その他事業者  金融機関

 農業関係団体  商工関係団体

 学術・研究機関  行政

■会員PR(300文字以内) 創業は明治元年、創業者が、皆様にそばを食べていただくそば屋を
開店したことが始まりでした。以来、原料にこだわり、製造方法に
こだわり、広く皆様にご賞味いただきたくて干そばの製造も始めま
した。おかげさまで認知度が上がり、今では薄墨さくらそば（つゆ
付き）、薄墨さくらせんべいなど製造品目も増え、通信販売も行っ
ています。是非薄墨さくらそばを一度ご賞味ください。

■年間売上高(15文字以内) 300000000
※数字は半角英数字でご入力ください。

■従業員数(15文字以内) 20
※数字は半角英数字でご入力ください。

■代表者氏名(20文字以内) 山本　蕎麦夫

■会社所在地 郵便番号

320-8501
※半角英数字でご入力ください。

市町

宇都宮市

市町以下住所(35文字以内)

会員名(30文字以内)必須

会員名(ふりがな)(60文字以内)必須



塙田1-1-20
※数字は半角英数字でご入力ください。

■工場所在地 郵便番号

※半角英数字でご入力ください。

市町

----------

市町以下住所(35文字以内)

※数字は半角英数字でご入力ください。

■担当者(15文字以内) 山本　麵次

■TEL(15文字以内) 028-623-3203
※半角英数字でご入力ください。

■FAX(15文字以内) 028-623-3167
※半角英数字でご入力ください。

■Eメール(50文字以内) food@pref.tochigi.lg.jp
※半角英数字でご入力ください。

■公式ホームページURL hhttp://foodvalley-tochigi.jp
※半角英数字でご入力ください。

▼公式オンラインショップ

■公式オンラインショップURL http://online.tochimaru-shop.com/
※半角英数字でご入力ください。

■公式オンラインショップ取り扱い商品(複数選択可)
■とちぎならでは

 いちご  そば

 漬物  日本酒

 乳製品(チーズな

ど)

 餃子

 お土産  米

 ゆば  川魚

■農産品

 野菜・果物  米

 農産加工品  その他

■水産品

 鮮魚  水産加工物

 その他

■畜産品

 精肉  畜産加工品

 その他

■菓子

 洋菓子  和菓子

 パン

■日配・惣菜

 餃子  惣菜

 佃煮  豆腐

 納豆  味噌

 漬物  生麺

 乳製品  その他

■加工食品

 瓶缶詰  調味料

 乾物  飲料

 その他

■酒



 清酒  焼酎

 ビール  ワイン(果実酒)

 甘味果実酒  リキュール

■公式オンラインショップ用紹介画像

参照...

・掲載可能データ：JPG･GIF･PNG

・公式オンラインショップ用紹介画像：横縦最大240px

・推奨データ容量：100k～200k

※参照ボタンを押して、掲載する画像をお選びください。

※画像を差替える場合は、新たに参照ボタンから選択の上登録処理を行って

ください。

※画像を削除する場合は、キャプション入力欄下の｢画像を削除｣にチェック

を入れて登録処理してください。

▼飲食店

■店名(30文字以内) 県庁食堂

■飲食店カテゴリー(複数選択可)  和食  洋食

 中華  フレンチ

 イタリアン  ラーメン・餃子

 焼肉・韓国料理  その他各国料理

 カフェ・スイー

ツ・パン

 レストラン・食

堂

 居酒屋・バー  軽食

 テイクアウト・
デリバリー

■所在地市町 宇都宮市

■公式ホームページURL http://minnano-seikyou.com/shokudou/index.html
※半角英数字でご入力ください。

■飲食店用紹介画像

参照...

・掲載可能データ：JPG･GIF･PNG

・紹介画像：横縦最大240px

・推奨データ容量：100k～200k

※参照ボタンを押して、掲載する画像をお選びください。

※画像を差替える場合は、新たに参照ボタンから選択の上登録処理を行って

ください。

※画像を削除する場合は、キャプション入力欄下の｢画像を削除｣にチェック

を入れて登録処理してください。

▼画像設定



■画像1枚目

参照...
■画像説明文

※こちらの画像はFCPシートにも使用されます。

■画像2枚目

参照...
■画像説明文

■画像3枚目

参照...
■画像説明文

■画像4枚目

参照...
■画像説明文

・掲載可能データ：JPG･GIF･PNG

・会員詳細ページ掲載用(メイン)：横縦最大600px

・会員詳細ページ掲載用(サブ）：横縦最大165px

・会員詳細ページ掲載用(拡大)：横縦最大800px

・会員一覧ページ掲載用：横縦最大240px

・推奨データ容量：100k～200k

※参照ボタンを押して、掲載する画像をお選びください。

※画像を差替える場合は、新たに参照ボタンから選択の上登録処理を行ってください。

※画像を削除する場合は、キャプション入力欄下の｢画像を削除｣にチェックを入れて登録処理してください。

▼アカウント設定

県に承認依頼する 保存＆プレビュー プレビュー ダッシュボードに戻る

※公開ページでのプレビューは、新規登録後、｢編集用ページ｣の｢プレビュー｣からご覧いただけます。

また、ウェブサイト媒体の特性上、公開画面は閲覧する環境によって異なる場合がございますので、ご了承ください。

▲このページの一番上に戻る
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▼県産品情報

通常表記でご入力ください。 

（栃木県記入例）薄墨さくらそば
ひらがなでご入力ください。 

（とちぎけんきにゅうれい）うすずみさくらそば

■県産品カテゴリー(複数選択可)
■とちぎならでは

 いちご  そば

 漬物  日本酒

 乳製品(チーズな

ど)

 餃子

 お土産  米

 ゆば  川魚

■農産品

 野菜・果物  米

 農産加工品  その他

■水産品

 鮮魚  水産加工物

 その他

■畜産品

 精肉  畜産加工品

 その他

■菓子

 洋菓子  和菓子

 パン

■日配・惣菜

 餃子  惣菜

 佃煮  豆腐

 納豆  味噌

 漬物  生麺

 乳製品  その他

■加工食品

 瓶缶詰  調味料

 乾物  飲料

 その他

■酒

 清酒  焼酎

 ビール  ワイン(果実酒)

 甘味果実酒  リキュール

■提供可能時期(10文字以内) 通年

■最もおいしい時期(10文字以内)

■賞味期限(10文字以内) 製造後1年

■消費期限(10文字以内)

■主原料産地(漁獲場所等)(15文字以内) 栃木県

県産品名(30文字以内)必須



※複数の原材料について記載する場合：原材料名と産地を記載。

　産地が限定できない場合：○○他などと記載してください。

■内容量(15文字以内) 250g（乾麺）
※数字は半角英数字でご入力ください。

■希望小売価格(税抜)(半角数字10文字以内) 300
※数字は半角英数字でご入力ください。

■税率(半角数字2文字以内) 8
※例)8％の場合は「8」と記載する。

※数字は半角英数字でご入力ください。

■保存温度帯 常温

その他(10文字以内) 

■利用シーン(利用方法・おすすめレシピ等)(120文字以内) 春はてんぷらをのせて温かいつゆと一緒にどうぞ。夏は冷たい
水でさっとゆすいで氷を散らした盛りそばをご賞味下さい。秋
は茹でたそばをのりで巻いて油で揚げるとさくさくした揚げそ
ばをいただけます。冬は釜揚げそばであつあつをつゆにつけて
ご賞味下さい。

■商品(県産品)特徴(200文字以内) 歯切れのよい栃木県産そば粉を使用してつなぎとして国産小麦
粉を使っています。そば粉は石臼で挽いてじっくり時間をかけ
てそば粉を作ります。原料からそば粉、そば打ちまで一貫して
自社工場でこだわりを持って作っています。

■県産品キャッチフレーズ(39文字以内) 原材料にとことんこだわり、風味・香り・食感が自慢のプレミアムそばです

▼バイヤー向け商品情報

■JANコード(13文字以内) 1234567891011
※半角英数字でご入力ください。

■1ケース当たり入数(10文字以内) 30食分

■発注リードタイム(15文字以内) ５日

■販売エリアの制限 なし
あるを選択した場合(20文字以内) 

■最大・最小ケース納品単位 最大ケース納品単位(10文字以内) 

20ケース　要相談

最小ケース納品単位(10文字以内) 

１ケース

■ケースサイズ(重量) 縦(cm)(10文字以内) 

25.0
※数字は半角英数字でご入力ください。

横(cm)(10文字以内) 

35.0
※数字は半角英数字でご入力ください。

高さ(cm)(10文字以内) 

10.0
※数字は半角英数字でご入力ください。

重量(kg)(10文字以内) 

8.0
※数字は半角英数字でご入力ください。

■認証・認定機関の許認可(商品・工場等)(複数選択可) 

※具体的な取得内容等は選択した認証・認定機関の数に関わらず25文字以

内で入力お願いいたします。

 有機JAS 

 ISO 

 HACCP 

 農業生産工程管理(GAP) 

 その他 

ISO選択時、その具体的な取得内容を登録(合計75文字以内) 



HACCP選択時、その具体的な取得内容を登録(合計75文字以内) 

栃木県HACCP導入施設認定

農業生産工程管理(GAP)選択時、その具体的な取得内容を登録

(合計75文字以内) 

その他選択時、その内容を登録(30文字以内) 

■ターゲット(複数選択可)  外食  中食

 商社・卸売  メーカー

 スーパーマー

ケット

 百貨店

 その他小売  ホテル・宴会・

レジャー

 業務用対応可能  ギフト対応可能

 その他

その他選択時、その内容を登録(30文字以内) 

そば屋さん、レストラン、食堂など

ターゲットとなるお客さま(性別・年齢層等)を登録(100文字以

内) 

栃木県産そばの歯切れの良い面を実感していただける中高年の
男女。ゆで時間も短くて忙しいサラリーマンにもご賞味いただ
きたいです。

▼品質管理情報

■商品検査の有無 ある

■商品検査について(60文字以内) 目の細かいふるいで異物を取り除き、品質担当者の触覚と目視
で検査します。

■衛生管理への取り組み 生産・製造工程の管理(90文字以内)

買い付け担当者は、原料の購入から保管まで責任を持って管理
して記録をつけます。製造担当者はそばの石臼挽きから製麺、
袋詰め箱詰めまで責任を持って管理し、記録を付けます。

従業員の管理(90文字以内)



保管区画、製造区画を外部と厳密に分け、内部に入る者は衛生
的に管理された作業着、帽子、マスク、長靴に着用後、入念な
ローラーがけでゴミを除去し、手洗い後衛生区画に入ります。

施設設備の管理(90文字以内)

直接原料や加工後の麵に接触する可能性のある装置や器具は毎
日の掃除に加えて、１週間に１度従業員による一斉清掃を行
い、施設の衛生管理を行っています。

■危機管理体制 担当者名または部署名(20文字以内) 

品質管理部
連絡先(15文字以内) 

028-623-3166

危機管理に関する対応や生産物賠償責任保険(PL保険)の加入な

ど(90文字以内) 

食品製造における全ての工程の記録をつけ、管理しています。
また、生産物賠償保険には加入して万一の対応をしています。

▼生産・製造工程アピールポイント

■生産・製造工程アピールポイント(1000文字以内)



　　　　　　　国産小麦粉　　　　　　　　　加水
↓ ↓ 

栃木県産そば　　　↓　　ブレンドそば粉　　↓ 
　　石臼挽き　→→ →→そば打ち→ →製麺→袋詰→脱
気→箱詰→出荷　

※農産品の場合は栽培面積・年間収穫量なども入力。

■生産・製造工程に関する紹介する画像1

枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

じっくり時間をかけてそばを石臼挽きします

■生産・製造工程に関する紹介する画像2

枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

きめの細かいそば粉をブレンドします

■生産・製造工程に関する紹介する画像3

枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

麵切りは昔ながらの巨大包丁を使います

・掲載可能データ：JPG･GIF･PNG

・県産品詳細ページ掲載用：横最大480px縦最大360px

・県産品詳細ページ拡大用：横縦最大800px

・推奨データ容量：100k～200k

※参照ボタンを押して、掲載する画像をお選びください。

※画像を差替える場合は、新たに参照ボタンから選択の上登録処理を行ってください。

※画像を削除する場合は、キャプション入力欄下の｢画像を削除｣にチェックを入れて登録処理してください。

あり　 なし　 

※「あり」を選択した場合、下記表示義務アレルギー・表示奨励アレル

ギーから最低一つ選択してください。

■表示義務アレルギー(複数選択可)  えび  かに

 小麦  そば

 卵  乳

 落花生

■表示奨励アレルギー(複数選択可) 

※FCPシートに表示されます。

 あわび  いか

 いくら  オレンジ

 カシューナッツ  キウイフルーツ

 牛肉  くるみ

 ごま  さけ

アレルギー表示必須

表示の有無必須



 さば  大豆

 鶏肉  バナナ

 豚肉  まつたけ

 もも  やまいも

 りんご  ゼラチン

 アーモンド

■当商品以外にアレルゲンを扱っている場合は、その旨を入力

(100文字以内)

工場では卵を使った製品も製造しています

▼OEM製造

■OEM製造の可否 要相談

▼商品画像設定

■商品画像1枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

※HPおよびFCPシートの「商品の全体が分かる写真を貼

付」欄に掲出します。

■商品画像2枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

※HPおよびFCPシートの「一括表示/現物の写真を字が読め

るように画像で貼付」欄に掲出します。

■商品画像3枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

■商品画像4枚目

参照...
■画像説明文(20文字以内)

・掲載可能データ：JPG･GIF･PNG

・県産品詳細ページ掲載用(メイン)：横縦最大600px

・県産品詳細ページ掲載用(サブ）：横縦最大165px

・県産品詳細ページ掲載用(拡大)：横縦最大800px

・県産品一覧ページ掲載用：横縦最大240px

・推奨データ容量：100k～200k

※1枚目はHPおよびFCPシートの「商品の全体が分かる写真を貼付」欄に掲出します。

※2枚目はHPおよびFCPシートの「一括表示/現物の写真を字が読めるように画像で貼付」欄に掲出します。

※参照ボタンを押して、掲載する画像をお選びください。

※画像を差替える場合は、新たに参照ボタンから選択の上登録処理を行ってください。

※画像を削除する場合は、キャプション入力欄下の｢画像を削除｣にチェックを入れて登録処理してください。

県に承認依頼する 非公開申請依頼 削除申請依頼 保存＆プレビュー プレビュー FCPシート

県産品編集･削除用一覧に戻る

※公開ページでのプレビューは、新規登録後、｢編集用ページ｣の｢プレビュー｣からご覧いただけます。

また、ウェブサイト媒体の特性上、公開画面は閲覧する環境によって異なる場合がございますので、ご了承ください。

▲このページの一番上に戻る


