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◆申請までの手順 

▎Step 01 

事業者情報専用応募URLにアクセス 

▎Step 02 

メールアドレスの入力 

販売取引規約の承諾 

登録用URLメールが自動送信 

▎Step 03 

事業者情報の登録 

管理画面URLメールが自動送信 

▎Step 04 

管理画面ログイン 

▎Step 05 

事業者情報の入力・申請 

事業者情報申請確認メールが自動送信  

▎Step 06 

商品情報専用応募URLから商品情報の入力・申請 

商品情報申請確認メールが自動送信  
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◆応募URL 

  

！注意事項 

■すでに【ニッポンセレクト.com】に出品済みの場合

は、事業者情報の登録が不要になりますので、”商品情

報専用”からログインしてください。 

その際、メールアドレスとパスワードを求められますの

で、メールアドレスは登録済みの担当者様メールアドレ

スを入力し、パスワードは13ページ”ログインパスワー

ドの再取得”を参照してください。 

■【ふるさとアプリ】はInternet Explorerではご使

用いただけません。 

Google Chrome・Firefox・Microsoft Edgeなどのブラ

ウザをご使用ください。 

■商品申請の際は必ず商品情報専用のURLから行って

ください。 

事業者情報専用 

https://appli.furusato-

s.co.jp/entry?cont_key=C1W3EC1Z 

商品情報専用 

https://appli.furusato-

s.co.jp/product/contribution?cont_key=C1W3EC1Z 
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1. 申請受付画面 

3 

メールアドレスの入力 

入力されたメールアドレスは、ふるさとアプリか

らのお知らせメールやログインIDに使用されます。 

販売取引規約の承諾 

内容をご確認の上、［同意しました］に✔を入れ

［申請］ボタンを押してください。 

！注意事項 

販売取引規約を最後までスクロールして、［同意

しました］に✔を入れないと、［申請］ボタンは

押せません。 
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2. 事業者情報の登録 
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事業者情報の入力 

ここで入力する事業者情報は一部になります。 

その他情報は別画面で入力となります。 

入力が終わったら［確認］→［登録］と進めてく

ださい。 
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3. 管理画面ログイン 
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ログインTOP画面 

［事業者情報］ボタンを押して、不足情報を入力

してください。 

！注意事項 

必ず事業者情報の申請を行ってから、商品情報の

申請を行ってください。 

事業者情報の入力 

［編集］ボタンを押すと入力画面に切り替わりま

す。 
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4. 事業者情報の申請 
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事業者情報の入力 

不足している事業者情報を入力し［確認］→［保

存］と進めてください。 

［事業者申請］ボタンを押して完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

！注意事項 

入力途中で止めたい場合は、［保存］まで進めれ

ば、それまでの入力情報が保存されます。 

再入力の際はログインからやり直してください。 
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5. 商品情報の登録 
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商品情報の新規応募 

2ページに記載の商品情報専用URLからログイン

してください。 

！注意事項 

管理画面内の［商品情報］［新規応募］ボタンか

らは絶対に応募しないでください。 

複数商品登録する場合は、都度商品情報専用URL

からログインし直してください。 

商品情報の入力 

ここで入力する商品情報は一部になります。 

その他情報は別画面で入力となります。 

入力が終わったら［新規応募］を押してください。 

！注意事項 

環境依存文字は絶対に使用しないようにしてくだ

さい。 

例）㈱、㈲、ℊ、㌘、㎖ など 
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6. 商品情報の申請 
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商品情報の入力 

各情報タブをクリックして商品情報を入力し［確

認］→［保存］と進めてください。 

 

 

［商品申請］ボタンを押して完了です。 

 

 

 

 

 

 

！注意事項 

入力途中で止めたい場合は、［保存］まで進めれ

ば、それまでの入力情報が保存されます。 

再入力の際はログインからやり直してください。 
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◆ 商品情報の削除（申請前） 
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商品情報の削除 

［確認］→［保存］と申請画面まで進むと、［削

除］ボタンが出てきます。 

 

！注意事項 

申請前に限り削除を承ります。申請後の削除は絶

対に行わないでください。 

一度削除した情報を復元することはできませんの

で、お気を付けください。 

［削除不可］となっている場合は、削除できない

状態なので、［お問合せ］ボタンよりご連絡くだ

さい。 
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◆ メールアドレスの登録・変更・追加 
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メールアドレスの入力 

事業者情報のメールアドレスを変更・追加する場

合は、［事業者情報］ボタンを押して、［メール

変更］ボタンから行ってください。 

出荷情報のメールアドレスを登録・変更・追加す

る場合は、［商品情報］ボタンを押して、該当商

品の［表示］ボタンを押して、［出荷情報］タブ

を選択して、［メール変更］ボタンから行ってく

ださい。 

！注意事項 

メールアドレスの登録・変更・追加を行うと、ロ

グインメールアドレス宛に認証メールが自動送信

されます。 

メール内の［認証URL］より認証作業を行ってく

ださい。 

期限内に認証作業を行わない場合は、無効となり

ます。 
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◆ 事業者情報の変更（申請後） 
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事業者情報変更の申請 

［事業者情報］ボタンを押して、［編集］ボタン

を押して変更したい内容を入力し、［確認］→

［保存］と進めてください。 

！注意事項 

［編集不可］となっている場合は、編集できない

状態なので、［お問合せ］ボタンよりご連絡くだ

さい。 
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◆ 商品情報の変更（申請後） 
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商品情報変更の申請 

［商品情報］ボタンを押して、該当商品の［表

示］ボタンを押して、［お問合せ］ボタンより変

更したい旨のご連絡をください。 

変更可能な状態にしますので、［編集］ボタンよ

り変更したい内容を修正し、再度申請し直してく

ださい。 
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◆ ログインパスワードの再取得 
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ログイン画面 

ログインメールアドレスを入力し、［▶パスワー

ドを忘れた方はこちら］を押してください。 

ログインメールアドレス宛に認証メールが自動送

信されます。メール内の［認証URL］より認証作

業を行ってください。 

！注意事項 

期限内に認証作業を行わない場合は、無効となり

ます。 

パスワード再発行 

ログインメールアドレスを入力し、［パスワード

再発行］ボタンを押してください。 

ログインメールアドレス宛にログイン情報が自動

送信されます。 

再発行画面 

ログインは再発行画面もしくは自動送信された

［管理画面URL］から行ってください。 

！注意事項 

パスワードは何度でも再発行できますが、個人情

報となりますので大切に保管してください。 
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◆ 各種お問合せ 
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お問合せ方法 

事業者情報についてお問合せをする場合は［事業

者情報］ボタンを押して、［お問合せ］ボタンか

ら行ってください。 

商品情報についてお問合せをする場合は［商品情

報］ボタンを押して、［お問合せ］ボタンから

行ってください。 

！注意事項 

返信が必要なお問合せは、必ず［要返答］に✔を

入れてください。画像も添付できます。 

また、お問合せフォームだけでなく直接メールで

のお問合せも承っております。 
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◆ 入力項目詳細（事業者情報：基本情報・住所・業種その他・酒類卸売免許） 
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項目名 詳細 

事業者名 * 事業者名  

事業者名カナ *  事業者名カナ  

屋号名 屋号名 

屋号名カナ 屋号名カナ 

ログインメールアドレス * ログインメールアドレス 

郵便番号 * 郵便番号  

都道府県 * 都道府県  

市町村区 * 市町村区  

住所 * 番地等 

ビル名等 ビル名等 

電話番号 * 電話番号  

FAX番号 FAX番号 

担当者名 * 担当者名  

担当者名カナ * 担当者名カナ  

項目名 詳細 

担当者携帯番号 担当者携帯番号 

担当者メールアドレス * 担当者メールアドレス 

ホームページURL ホームページURL 

業種 * 業種 

従業員数 * 従業員数 

資本金 * 資本金 

所属団体の有無 * 
組合・協会・商工会などの
所属団体の有無 

所属団体名 所属団体名 

損害賠償保険の画像 * 
損害賠償保険の画像 
※添付できない場合は別途
メール等で提出 

酒販売有無 * 酒類の出品有無 

各種酒類免許 
各種酒類免許の有無 
※有りの場合は免許番号 

*…必須項目 
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◆ 入力項目詳細（事業者情報：振込先・支払通知書送付先） 
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項目名 詳細 

振込先金融機関コード * 振込先金融機関コード 

振込先金融機関名 * 振込先金融機関名 

振込先金融機関名カナ * 振込先金融機関名カナ 

支店コード * 支店コード 

本・支店名・出張所 * 本・支店名・出張所 

本・支店名・出張所カナ * 本・支店名・出張所カナ 

口座科目 * 口座科目 

口座番号 * 口座番号 

口座名義 * 口座名義 

口座名義カナ * 口座名義カナ 

項目名 詳細 

電話番号 * 電話番号 

FAX番号 FAX番号 

担当者名 * 担当者名 

担当者カナ * 担当者カナ 

担当者携帯番号 * 担当者携帯番号 

担当者メールアドレス * 
支払通知書送付先 
担当者メールアドレス 

*…必須項目 
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◆ 入力項目詳細（商品情報：基本情報） 
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項目名 詳細 

商品種別 * 商品種別  

商品名 *  
商品名 
※掲載商品名は事務局で作成 

販売価格 * 

販売価格（税抜） 
※送り状伝票発行方法によって異なる 
〇事業者様伝票発行…送料を含めた金額 
〇弊社伝票発行…送料を含めない金額 

卸価格 * 

卸価格（税抜） 
※送り状伝票発行方法によって異なる 
〇事業者様伝票発行…送料を含めた金額 
〇弊社伝票発行…送料を含めない金額 

消費税率 * 
消費税率 
※軽減税率対象…8・軽減税率対象外…10 

商品説明文 * 商品説明文 

内容量 * 
内容量 
※個数・グラム数・セット内容など詳し
く 

原材料 * 
原材料 
※品質表示ラベル等と同様の内容・順番 

項目名 詳細 

大カテゴリ * 大カテゴリ 

中カテゴリ * 中カテゴリ 

小カテゴリ * 小カテゴリ 

品質表示ラベル添付 * 
品質表示ラベル添付 
※添付できない場合は別途
メール等で提出 

配送温度帯 * 
配送温度帯 
※保存温度帯と同様の温度帯 

賞味・消費期間 * 
賞味・消費期間 
※セット商品の場合は商品毎 

消費・賞味期間の設定根拠 * 消費・賞味期間の設定根拠 

消費・賞味期間の設定根拠 
その他理由 

消費・賞味期間の設定根拠 
その他理由 

食品衛生検査報告書 * 食品衛生検査報告書 

食品衛生検査報告書添付 * 
食品衛生検査報告書添付 
※添付できない場合は別途
メール等で提出 

原材料に含む食品 アレルゲン食品 

*…必須項目 
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◆ 入力項目詳細（商品情報：販売情報） 
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項目名 詳細 

名称 * 
名称 
※商品名とは異なる  

商品ブランド・ショップ名 商品ブランド・ショップ名  

産地 * 
産地 
※国内産の場合は都道府県名 
海外産の場合は国・首都名 

保存方法 保存方法 

総重量 
総重量 
※梱包材含めた重量  

JANコード JANコード  

使用上の注意 使用上の注意 

ラッピング対応 * 
ラッピング対応 
※無料での対応可否 

熨斗対応 * 
熨斗対応 
※無料での対応可否 

熨斗種類 * 熨斗種類  

熨斗名入 * 熨斗名入 

小分け袋対応 * 
小分け袋対応 
※無料での対応可否 

項目名 詳細 

割れ物確認 * 割れ物確認 

梱包状態 * 梱包状態 

配送荷姿添付 * 
配送荷姿添付 
※添付できない場合は別途
メール等で提出 

バリエーション（同一商品
内の種類展開）の有無 * 

バリエーション（同一商品内
の種類展開）の有無 
※購入時に種類を選択する必
要がある商品 

１つ目のバリエーション 選択パターン1つ目 

２つ目のバリエーション 選択パターン2つ目 

バリエーション特記事項 
バリエーションに関する特記
事項 

掲載画像 * 掲載画像 

商品画像 * 
掲載用商品画像 
※添付できない場合は別途
メール等で提出 

特記事項 商品全体に対する特記事項 

*…必須項目 
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◆ 入力項目詳細（商品情報：アルコール類情報・出荷情報） 
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項目名 詳細 

アルコールを含む * 

出品商品のアルコール有無 
※含む場合は［+］ボタンか
ら詳細入力 
※セット商品の場合は商品毎 

アルコール度数 * アルコール度数 

特定名称 * 特定名称 

精米歩合 精米歩合 

原料米名 原料米名 

日本酒度 日本酒度  

おすすめ飲み方 おすすめ飲み方 

生産地 * 
生産地 
※国内産の場合は都道府県名 
海外産の場合は国・首都名 

種類 * 種類 

発酵 発酵 

味わい 味わい 

項目名 詳細 

ぶどうの品種 ぶどうの品種 

飲みごろ温度 飲みごろ温度 

送り状伝票の発行方法 * 送り状伝票の発行方法 

配送方法 * 配送方法 

出荷場区分 * 出荷場区分 

出荷場情報 * 出荷場情報 

出荷場名 出荷場事業者名 

出荷場名カナ 出荷場事業者名カナ 

出荷場郵便番号 出荷場郵便番号 

出荷場都道府県 出荷場都道府県 

出荷場市町村区 出荷場市町村区 

出荷場上記以降住所 出荷場上記以降住所 

出荷場ビル名等 出荷場ビル名等 

*…必須項目 
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◆ 入力項目詳細（商品情報：出荷情報・製造者情報） 
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項目名 詳細 

出荷場電話番号 出荷場電話番号 

出荷場FAX番号 出荷場FAX番号 

出荷場担当者名 出荷場担当者名 

出荷場担当者名カナ 出荷場担当者名カナ 

出荷場担当者携帯番号 出荷場担当者携帯番号 

出荷場メールアドレス 出荷場メールアドレス 

製造者情報 * 製造者情報 

製造者名 製造者名 

製造者名カナ 製造者名カナ 

製造者郵便番号 製造者郵便番号 

製造者都道府県 製造者都道府県 

製造者市町村区 製造者市町村区 

製造者上記以降住所 製造者上記以降住所 

製造者ビル名等 製造者ビル名等 *…必須項目 


