
 

  

令和３年６月４日 

 

６月 25 日 第５回“ベジマチ”オンライン商談会のご案内 
～ ご参加いただく実需者の皆様を募集します ～ 

 

  ２月１日、オンラインで野菜生産者と実需者の交流・商談の場を提供する「国産やさ

いマッチングサイト“ベジマチ”」がオープンしました。 

６月１日現在で、野菜生産者・団体 170者、実需者 63社の計 233者の皆様に会員登

録 をいただいています。 

野菜生産者と実需者の交流・商談の促進のため、６月 25日に「第５回“ベジマチ”

オンライン商談会」を開催 します。今後、毎月、オンライン商談会を開催する予定で

す。 
 

１．開催日 

令和３年６月25日（金）（１商談15分～30分程度） 
 

２．開催方法 

会員登録いただいた実需者・生産者の中から参加者を募集し、オンライン会議システ 

ム（Teams、Webex）を使って個別（１対１）に商談 を行っていただきます。参加は無

料、商談は非公開で、実需者１社当たり生産者数者程度、１商談 15分～30分程度 を考

えています。 
 
３．参加いただく実需者の募集 

会員登録いただいた実需者から商談会に参加する数社（３～４社程度）を募集します。 

ご参加いただく実需者が決まり次第、当該実需者の購入希望野菜等を聞き取った上

で、ご参加いただく登録生産者（１社当たり３～４者程度）を募集します。 
 
４．申込方法 

資料１に必要事項をご記入のうえ、令和３年６月 14日（月）17時まで に E-mail又は 

FAXでベジマチ運営事務局宛てにお申し込みください。 
 
５．会員登録の募集 

野菜生産者・実需者の皆様の会員登録を引き続き募集 しています。 

 会員登録は、“ベジマチ”HPの URL又は QRコードからできます。 

   https://www.vegemach.jp/          QRコード         
     

（添付資料） 

１ 「６月 25日 第５回“ベジマチ”オンライン商談会参加申込書（実需者用）」 

２ 「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について～生産者・実需者 233者が会員登

録、引き続き会員募集中～」 
 

 

 

＜ベジマチ運営事務局＞ 
独立行政法人農畜産業振興機構 

野菜振興部 需給業務課 
加畑、伊澤 
TEL ０３―３５８３―９７９３ 
FAX ０３―３５８３―９４８４ 
E-mail vegemach@alic.go.jp 

お知らせ 

https://www.vegemach.jp/


 

 

 

 

 

６月 25 日 第５回“ベジマチ”オンライン商談会 

参加申込書（実需者用） 
 

 

令和３年６月  日  

 

 

国産やさいマッチングサイトの第５回“ベジマチ”オンライン商談会（６月

25日（金））の参加を希望します。 

 

 
１ 会社名・所属： 

２ 参加予定者名： 

３ 連絡先（電話）： 

４ E-mailアドレス： 

５ 購入希望野菜情報：（商品名、規格、商品の特性と取引条件など） 

   

６ ６月 25日当日の参加希望時間帯：（午前、午後、時間帯など） 

   

７ その他：（第６回７月 28 日（水）、第７回８月 20 日（金）、第８回９月 28 日（火）

の参加希望など）  

  

 

 

 

注１）２の参加予定者が複数人の場合は、すべての参加者をご記入ください。 

注２）５の購入希望野菜情報については、できるだけ詳細をご記入ください。 

注３）７のその他については、各回とも改めてその都度募集をいたしますが、現時点で参加

を希望する場合や、その他ご要望がある場合にご記入ください。 

資料１ 



     
 

 

令和３年６月 

野菜振興部 

 

国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について 
～ 生産者・実需者 233者が会員登録、引き続き会員募集中 ～ 

 

１．２月１日に“ベジマチ”オープン ～ 野菜生産者と実需者の商談を後押し ～ 

・ 機構では、２月１日、オンラインで野菜生産者と実需者の商談・交流の場を

提供する「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”」を開設しました。 

・“ベジマチ”では、オンラインで、「マイページによる商品・経営の情報発

信」、「購入希望者や購入希望野菜などの検索」、「メッセージ機能を使った

個別商談」、「掲示板を使った商品・経営の情報発信」など、いつでもどこで

も行うことができます。 

・ ６月１日現在で生産者 170者、実需者 63者の計 233者の皆様に会員登録を

いただいており、引き続き会員を募集しています。 

・ ベジマチやオンライン商談会を契機に、メール・電話等でのやり取り、サン

プル出荷、実需者指定品種の栽培依頼、現地農場視察などが行われ、商談が成

立したものも出てきています。 

・ 新型コロナ禍で外食などの業務用需要が低迷する中で、“ベジマチ”を活用

して野菜生産者と実需者の交流・商談が進むよう取り組んでまいります。 

 

※ 会員登録は、下記の“ベジマチ”HPの URL又は QRコードからできます。 

   https://www.vegemach.jp/         QRコード         

 

２．毎月“オンライン商談会（個別・非公開）”を開催 

・ 機構では、野菜生産者と実需者の商談促進のため、毎月、「“ベジマチ”オン

ライン商談会」（個別・非公開・無料）を開催しています。会員登録いただい

た生産者・実需者の中から参加者を募集し、オンライン会議システム

（Teams、Webex）を使って、実需者 3～4 社が参加し、1 社当たり購入希望野

菜の生産者数者と個別に 15 分～30 分程度の商談を行っていただきます。 

・ 第 1 回オンライン商談会には、愛知・千葉の実需者 3 社と全国のたまね

ぎ、にんじん、しょうがなどの生産者 14 者、第 2 回商談会には、兵庫・千葉

などの実需者 4 者といちご、トマトなどの生産者 10 者、第 3回商談会には

愛知・東京の実需者 2社、小松菜・加工用トマトの生産者 2者が参加し商談を

行っていただきました。 

・ 第 5回オンライン商談会を 6 月 25 日（金）、第 6回を 7月 28日（水）、第 7

回を 8月 20日（金）、第 8回を 9月 28日（火）に開催します。多くの生産者・

実需者の皆様にご参加いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

＜ベジマチ運営事務局＞ 
独立行政法人農畜産業振興機構 

野菜振興部 需給業務課 
加畑、伊澤 
TEL ０３―３５８３―９７９３ 
FAX ０３―３５８３―９４８４ 
E-mail vegemach@alic.go.jp 

資料２ 

https://www.vegemach.jp/


     
（参考）“ベジマチ”オンライン商談会の開催状況 
 

１ 第１回“ベジマチ”オンライン商談会（令和 3年 2月 26日） 

（１）参加者 

 実需者 購入希望品目 生産者 

１ 株式会社新川食品 

（愛知県） 

ごぼう、さといも、にんじ

ん、だいこん等 

６者（北海道、青森県、

静岡県、兵庫県、広島

県、長崎県） 

２ 株式会社あさくま 

（愛知県） 

たまねぎ、にんじん、だいこ

ん、トマト、にら、長ねぎ、

ブロッコリー、キャベツ、ピ

ーマン、もやし、とうもろこ

し、アスパラガス等 

６者（北海道、長野県、

京都府、兵庫県、熊本

県、鹿児島県） 

３ 三協商事株式会社 

（千葉県） 

しょうが ２者（兵庫県、広島県） 

 
（２）参加者の声 

  「効率的に複数の生産者と商談や情報交換ができ、大変有意義だった」 

「また別な購入希望商品で参加したい」 

「あらかじめお互いの商品ニーズがマッチした上での商談だったので限られ

た時間の中でスムーズに商談が進んだ」 
 
２ 第２回“ベジマチ”オンライン商談会（令和 3年 3月 25日） 

（１）参加者 

 実需者 購入希望品目 生産者 

１ 株式会社Ｓ・Ｎプランニン

グ（兵庫県） 

いちご、旬の野菜 ４者（青森県、栃木

県、京都府（２）） 

２ 三協商事株式会社 

（千葉県） 

しょうが、にんにく ２者（愛知県、高知

県） 

３ 株式会社つま正 

（神奈川県） 

ばれいしょ、たまね

ぎ、伝統野菜 

２者（千葉県、京都

府） 

４ 株式会社ナガノトマト 

（長野県） 

露地栽培加工用トマト ２者（栃木県、千葉

県） 
 
（２）参加者の声 

「商品サンプルを見ながら栽培方法から商品特性まで聞くことができ、大変

有意義だった」 

「普段は直接商談することが難しい実需者とオンライン商談会を通じて情報

交換ができ、貴重な機会を得ることができた」 
 
３ 第３回“ベジマチ”オンライン商談会 

（１）令和 3年 4月 28日開催 参加者 

 実需者 購入希望品目 生産者 

１ 株式会社新川食品（愛知県） 
 

小松菜、里芋、人参 １者（広島県） 

 
（２）令和 3年 5月 10日開催 参加者 

 実需者 購入希望品目 生産者 

１ カゴメ株式会社（東京都） 
 

加工用トマト １者（山形県） 

（３）参加者の声 

  「具体的な内容（栽培、物流等）について、直接確認しながら進められた

ので大変有意義であった」 

「希望品目以外の品目についても、情報交換することができた」 



右記の“ベジマチ”のURL又はQRコードからお申込みいただけます。 https://www.vegemach.jp/

第６回 2021年 ７月28日(水)
オンライン商談会

の開催

TEL ： 03-3583-9793 E-mail ： vegemach@alic.go.jpお問い合わせ先 ： 独立行政法人 農畜産業振興機構 野菜振興部 需給業務課

※1 ※2

会員登録募集中

第７回 2021年 ８月20日(金)
※3

※3  参加は無料、商談は非公開で個別（１対１）、オンライン会議システム（Teams、Webex）を使用します。

※1  生産者とは、国産野菜の生産者や生産出荷団体です。 ※2  実需者とは、国産野菜を取り扱う事業者で、私的利用となる消費者は対象となりません。

※毎月開催予定

第８回 2021年 ９月28日(火)

６月１日現在 会員登録数２３３者（生産者１７０者、実需者６３者）
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