
みえる、さがせる、つながる

農林水産省補助事業
平成 28 年度農山漁村 6次産業化対策事業のうち流通構造の「見える化」環境整備事業

よりよいものをよりよいかたちで消費者に 
届けるためには、生産者と流通業者とがお互いに 

情報と理念を共有し、協力していくことが重要です。

農林水産業流通マッチングナビ agreach は、 
農林水産物の流通に携わる事業者が 

自らの情報を公開・発信し、またその情報を 
相互に検索できる情報プラットフォームです。

取引の情報を「見える化」し、効率的かつ効果的な 
バリューチェーンの構築を支援することを通して、 
日本の農林水産業のさらなる活性化に貢献します。

流通・取引情報の見える化で 
生産者と市場とバイヤーをつなぐ

https://www.agreach.jp/

agreach農林水産業流通マッチングナビ

[アグリーチ] 

生産者さま向けご案内
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　 agreach のしくみ

agreach は、農林水産物の生産と流通を支える三者を相互に「見える化」することで、 
双方向のマッチングと連携を支援するシステムとして始動しました。

生産者・卸売業者・バイヤーのそれぞれが、 
買いたいもの、売りたいもの、生産や仕入のポリシー、取引の条件など、 

自らの情報を登録して発信することができます。 
この情報は登録者であれば誰でも自由に検索・閲覧でき、 

お互いに最適な新しい取引先を探すことができます。

売り手の情報
組織情報
出荷ポリシー
取扱・おすすめ品目
出荷時期
取引条件
活動報告　　　　…

買い手の情報
組織情報
仕入ポリシー
仕入希望品目
仕入希望時期
取引条件
活動報告　　　　…
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営業情報の発信

仕入先探し

卸売市場 バイヤー

お使いいただきたい方
農林水産物の生産・流通に携わる事業者であれば、 

事業規模の大小にかかわらずご登録・ご利用いただけます。

生産者 卸売市場 バイヤー

・継続出荷する卸売市場を 
選定したい

・新たな販路を開拓したい

・集荷する生産者を集めて 
産地づくりをしたい

・バイヤー向けに営業情報を 
発信したい

・自社のニーズに合った食材を
扱う仕入先を開拓したい

個人農家、農業法人、出荷組合、 
農業協同組合、生産者グループ

卸売市場内の卸売業者
小売業、外食業、旅館・ホテル、 

食品製造業などの事業者、 
市場外の卸売業、市場の仲卸業



　 agreach の機能
自社の企業情報ページを作成・公開

自社の企業情報を所定のフォームに従って入力することで、取引
先が求める情報を網羅した自社の紹介ページが簡単に作成できま
す。企業情報ページでは、自社の強みなどを記載するだけでなく、
日々の活動などを書き込むことで、取引先にアピールできます。

取引先候補となる事業者を検索
登録されている生産者・卸売市場・バイヤーの情報は、検索ページから調べることができます。
品目や地域、こだわりポイントなどから条件を絞り込んで、適切な取引先候補を見つけ出せます。
取引を希望する場合は、連絡フォームからすぐに担当者に直接連絡することができます。

興味のある事業者を登録して一括閲覧
興味をもった事業者を「お気に入り」に登録できます。「お気に入り」事業者の情報は、まとめて
時系列で閲覧することができ、改めて検索しなくても自動的に最新の情報を見ることができます。

掲載する情報（生産者）

事業者情報（所在地など） 
出荷ポリシー 
生産品目 
企業の取り組み・キーワード 
出荷の条件 ( ロットなど）　等

情報発信

情報検索

マイページ

地域や保有施設の情報か
ら絞りこんで、興味ある
卸売業者を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

望ましい出荷先となりそ
うな市場に、連絡フォー
ムを使って問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

地域や仕入希望品目、ポ
リシーなどから絞りこん
で、販売先候補を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

望ましい取引先となりそ
うなバイヤーに、フォー
ムを通して問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

自分の生産物の紹介や、さまざまな
取り組み、出荷ポリシーなどの情報
を登録して、広く公開・発信

情報発信 コンタクト

発信している情報を検索して魅力
を感じたバイヤーや卸売市場から、
フォームを通して問い合わせがくる

直接打ち合わせを
進めて取引開始

　生産者が agreach でできること

1.出荷先となる卸売市場を探す

2.販路開拓のためにバイヤーを探す

3.卸売市場・バイヤーに向けて情報発信して問い合わせを受ける

コンタクト



協力事業者
流通構造の「見える化」環境整備事業の実施にあたっては、調査検討会等を設置し、以下の事業者の
方に委員としてご協力いただきました。　　　　　　　　　　　　　※事業者名五十音順（敬称略）

※委員のうち掲載許可をいただいた事業者のみ掲載しています

運営者
東京都千代田区九段南 4-8-21　山脇ビル 10F
TEL：03-5213-4534 ／ FAX：03-5276-5457

本サービスに関するお問い合わせ先
agreach 運営事務局　　E-mail: help-desk@agreach.jp　Web: http://dei-amr.jp  
担当：農業・地域振興研究開発室　折笠（おりかさ）、石橋、渡邊、吉間（よしま）

注意事項
◯本サービスの利用によって生じた損失について、運営者は一切の保証をいたしません。利用者各自の責任におい

てご活用ください。

◯本サービスは事業者の情報発信・公開、事業者の検索・比較を目的としたサービスであり、取引先候補の検索と
ファーストコンタクトの仕組みを提供しています。取引条件の調整や受発注、決済などはできませんので、コン
タクト後に当事者同士で個別に行ってください。

◯本サービスは農林水産省の補助事業の一環として運営される無料のサービスです。上記の目的に資さない形での
本サービスの利用・転用等はご遠慮ください。

　流通構造の「見える化」環境整備事業について
農林水産物流通ナビ agreach は、農林水産省の「平成 28 年度農山漁村 6 次産業化対策事業のうち 
流通構造の「見える化」環境整備事業」の補助事業として運営されています。

https://www.agreach.jp/
登録優先期間：2017 年 4 月 1 日～

対応環境
PC・スマートフォンにかかわらず、インターネットが利用できる環境であればアクセスできます。
推奨ブラウザ：[PC] IE11,  Firefox （最新版）,  Chrome （最新版）[iOS] Safari, Chrome   [Android] Chrome 
　　　　　　※ PDF の閲覧には Adobe Reader DC 等のビューアが必要となります。
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全国農業
協同組合連合会



みえる、さがせる、つながる

農林水産省補助事業
平成 28 年度農山漁村 6次産業化対策事業のうち流通構造の「見える化」環境整備事業

よりよいものをよりよいかたちで消費者に 
届けるためには、生産者と流通業者とがお互いに 

情報と理念を共有し、協力していくことが重要です。

農林水産業流通マッチングナビ agreach は、 
農林水産物の流通に携わる事業者が 

自らの情報を公開・発信し、またその情報を 
相互に検索できる情報プラットフォームです。

取引の情報を「見える化」し、効率的かつ効果的な 
バリューチェーンの構築を支援することを通して、 
日本の農林水産業のさらなる活性化に貢献します。

流通・取引情報の見える化で 
生産者と市場とバイヤーをつなぐ

https://www.agreach.jp/

agreach農林水産業流通マッチングナビ

[アグリーチ] 

バイヤーさま向けご案内



　 agreach のしくみ

agreach は、農林水産物の生産と流通を支える三者を相互に「見える化」することで、 
双方向のマッチングと連携を支援するシステムとして始動しました。

生産者・卸売業者・バイヤーのそれぞれが、 
買いたいもの、売りたいもの、生産や仕入のポリシー、取引の条件など、 

自らの情報を登録して発信することができます。 
この情報は登録者であれば誰でも自由に検索・閲覧でき、 

お互いに最適な新しい取引先を探すことができます。

売り手の情報
組織情報
出荷ポリシー
取扱・おすすめ品目
出荷時期
取引条件
活動報告　　　　…

買い手の情報
組織情報
仕入ポリシー
仕入希望品目
仕入希望時期
取引条件
活動報告　　　　…
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営業情報の発信

仕入先探し

卸売市場 バイヤー

お使いいただきたい方
農林水産物の生産・流通に携わる事業者であれば、 

事業規模の大小にかかわらずご登録・ご利用いただけます。

生産者 卸売市場 バイヤー

・継続出荷する卸売市場を 
選定したい

・新たな販路を開拓したい

・集荷する生産者を集めて 
産地づくりをしたい

・バイヤー向けに営業情報を 
発信したい

・自社のニーズに合った食材を
扱う仕入先を開拓したい

個人農家、農業法人、出荷組合、 
農業協同組合、生産者グループ

卸売市場内の卸売業者
小売業、外食業、旅館・ホテル、 

食品製造業などの事業者、 
市場外の卸売業、市場の仲卸業



　 agreach の機能
自社の企業情報ページを作成・公開

自社の企業情報を所定のフォームに従って入力することで、取引
先が求める情報を網羅した自社の紹介ページが簡単に作成できま
す。企業情報ページでは、自社の強みなどを記載するだけでなく、
日々の活動などを書き込むことで、取引先にアピールできます。

取引先候補となる事業者を検索
登録されている生産者・卸売市場・バイヤーの情報は、検索ページから調べることができます。
品目や地域、こだわりポイントなどから条件を絞り込んで、適切な取引先候補を見つけ出せます。
取引を希望する場合は、連絡フォームからすぐに担当者に直接連絡することができます。

興味のある事業者を登録して一括閲覧
興味をもった事業者を「お気に入り」に登録できます。「お気に入り」事業者の情報は、まとめて
時系列で閲覧することができ、改めて検索しなくても自動的に最新の情報を見ることができます。

情報発信

情報検索

マイページ

掲載する情報（バイヤー）

企業情報（所在地・業態など） 
仕入ポリシー 
取引先への要望 
仕入希望品目 
企業の取組み・キーワード等

地域や生産品目の情報か
ら絞りこんで、興味ある
生産者・出荷組合を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

買い付けたい商品の生産
者に、連絡フォームを使っ
て問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

強みのある品目や地域の
情報から絞りこんで、興
味ある卸売業者を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

望ましい取引先となりそ
うな市場に、フォームを
通して問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

自分の事業の紹介や、仕入を希望す
る品目の詳細、仕入ポリシーなどの
情報を登録して、広く公開・発信

情報発信 コンタクト

発信している情報を検索して魅力を
感じた生産者や卸売市場から、フォー
ムを通して問い合わせがくる

直接打ち合わせを
進めて取引開始

　バイヤーが agreach でできること

1.産地開発のために生産者を探す

2.取引先となる卸売業者を探す

3.卸売市場・バイヤーに向けて情報発信して問い合わせを受ける

コンタクト



協力事業者
流通構造の「見える化」環境整備事業の実施にあたっては、調査検討会等を設置し、以下の事業者の
方に委員としてご協力いただきました。　　　　　　　　　　　　　※事業者名五十音順（敬称略）

※委員のうち掲載許可をいただいた事業者のみ掲載しています

運営者
東京都千代田区九段南 4-8-21　山脇ビル 10F
TEL：03-5213-4534 ／ FAX：03-5276-5457

本サービスに関するお問い合わせ先
agreach 運営事務局　　E-mail: help-desk@agreach.jp　Web: http://dei-amr.jp  
担当：農業・地域振興研究開発室　折笠（おりかさ）、石橋、渡邊、吉間（よしま）

注意事項
◯本サービスの利用によって生じた損失について、運営者は一切の保証をいたしません。利用者各自の責任におい

てご活用ください。

◯本サービスは事業者の情報発信・公開、事業者の検索・比較を目的としたサービスであり、取引先候補の検索と
ファーストコンタクトの仕組みを提供しています。取引条件の調整や受発注、決済などはできませんので、コン
タクト後に当事者同士で個別に行ってください。

◯本サービスは農林水産省の補助事業の一環として運営される無料のサービスです。上記の目的に資さない形での
本サービスの利用・転用等はご遠慮ください。

　流通構造の「見える化」環境整備事業について
農林水産物流通ナビ agreach は、農林水産省の「平成 28 年度農山漁村 6 次産業化対策事業のうち 
流通構造の「見える化」環境整備事業」の補助事業として運営されています。

https://www.agreach.jp/
登録優先期間：2017 年 4 月 1 日～

対応環境
PC・スマートフォンにかかわらず、インターネットが利用できる環境であればアクセスできます。
推奨ブラウザ：[PC] IE11,  Firefox （最新版）,  Chrome （最新版）[iOS] Safari, Chrome   [Android] Chrome 
　　　　　　※ PDF の閲覧には Adobe Reader DC 等のビューアが必要となります。

M50 Y100 C100 Y100 K100

全国農業
協同組合連合会



みえる、さがせる、つながる

農林水産省補助事業
平成 28 年度農山漁村 6次産業化対策事業のうち流通構造の「見える化」環境整備事業

卸売市場さま向けご案内

よりよいものをよりよいかたちで消費者に 
届けるためには、生産者と流通業者とがお互いに 

情報と理念を共有し、協力していくことが重要です。

農林水産業流通マッチングナビ agreach は、 
農林水産物の流通に携わる事業者が 

自らの情報を公開・発信し、またその情報を 
相互に検索できる情報プラットフォームです。

取引の情報を「見える化」し、効率的かつ効果的な 
バリューチェーンの構築を支援することを通して、 
日本の農林水産業のさらなる活性化に貢献します。

流通・取引情報の見える化で 
生産者と市場とバイヤーをつなぐ

https://www.agreach.jp/

agreach農林水産業流通マッチングナビ

[アグリーチ] 



　 agreach のしくみ

agreach は、農林水産物の生産と流通を支える三者を相互に「見える化」することで、 
双方向のマッチングと連携を支援するシステムとして始動しました。

生産者・卸売業者・バイヤーのそれぞれが、 
買いたいもの、売りたいもの、生産や仕入のポリシー、取引の条件など、 

自らの情報を登録して発信することができます。 
この情報は登録者であれば誰でも自由に検索・閲覧でき、 

お互いに最適な新しい取引先を探すことができます。

売り手の情報
組織情報
出荷ポリシー
取扱・おすすめ品目
出荷時期
取引条件
活動報告　　　　…

買い手の情報
組織情報
仕入ポリシー
仕入希望品目
仕入希望時期
取引条件
活動報告　　　　…
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営業情報の発信

仕入先探し

卸売市場 バイヤー

お使いいただきたい方
農林水産物の生産・流通に携わる事業者であれば、 

事業規模の大小にかかわらずご登録・ご利用いただけます。

生産者 卸売市場 バイヤー

・継続出荷する卸売市場を 
選定したい

・新たな販路を開拓したい

・集荷する生産者を集めて 
産地づくりをしたい

・バイヤー向けに営業情報を 
発信したい

・自社のニーズに合った食材を
扱う仕入先を開拓したい

個人農家、農業法人、出荷組合、 
農業協同組合、生産者グループ

卸売市場内の卸売業者
小売業、外食業、旅館・ホテル、 

食品製造業などの事業者、 
市場外の卸売業、市場の仲卸業



　 agreach の機能
自社の企業情報ページを作成・公開

自社の企業情報を所定のフォームに従って入力することで、取引
先が求める情報を網羅した自社の紹介ページが簡単に作成できま
す。企業情報ページでは、自社の強みなどを記載するだけでなく、
日々の活動などを書き込むことで、取引先にアピールできます。

取引先候補となる事業者を検索
登録されている生産者・卸売市場・バイヤーの情報は、検索ページから調べることができます。
品目や地域、こだわりポイントなどから条件を絞り込んで、適切な取引先候補を見つけ出せます。
取引を希望する場合は、連絡フォームからすぐに担当者に直接連絡することができます。

興味のある事業者を登録して一括閲覧
興味をもった事業者を「お気に入り」に登録できます。「お気に入り」事業者の情報は、まとめて
時系列で閲覧することができ、改めて検索しなくても自動的に最新の情報を見ることができます。

情報発信

情報検索

マイページ

掲載する情報（卸売市場）

企業情報（所在地など） 
仕入・販売に関する強み 
取扱品目・おすすめ商品紹介 
企業の取り組み・キーワード 
委託手数料・出荷奨励金　等

コンタクト

地域や生産品目の情報か
ら絞りこんで、興味ある
生産者を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

望ましい集荷先となりそ
うな生産者に、連絡フォー
ムを使って問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

地域や仕入希望品目、ポ
リシーなどから絞りこん
で、販売先候補を探す

情報検索 マイページ コンタクト

お気に入りに登録して、
マイページから取り組み
や最新情報を追跡

望ましい取引先となりそ
うなバイヤーに、フォー
ムを通して問い合わせ

直接打ち合わせを
進めて取引開始

自分の生産物の紹介や、さまざまな
取り組み、出荷ポリシーなどの情報
を登録して、広く公開・発信

情報発信 コンタクト

発信している情報を検索して魅力を
感じたバイヤーや生産者から、フォー
ムを通して問い合わせがくる

直接打ち合わせを
進めて取引開始

　卸売市場が agreach でできること

1.集荷先となる生産者を探す

2.販路開拓のためにバイヤーを探す

3.生産者・バイヤーに向けて情報発信して問い合わせを受ける



協力事業者
流通構造の「見える化」環境整備事業の実施にあたっては、調査検討会等を設置し、以下の事業者の
方に委員としてご協力いただきました。　　　　　　　　　　　　　※事業者名五十音順（敬称略）

※委員のうち掲載許可をいただいた事業者のみ掲載しています

運営者
東京都千代田区九段南 4-8-21　山脇ビル 10F
TEL：03-5213-4534 ／ FAX：03-5276-5457

本サービスに関するお問い合わせ先
agreach 運営事務局　　E-mail: help-desk@agreach.jp　Web: http://dei-amr.jp  
担当：農業・地域振興研究開発室　折笠（おりかさ）、石橋、渡邊、吉間（よしま）

注意事項
◯本サービスの利用によって生じた損失について、運営者は一切の保証をいたしません。利用者各自の責任におい

てご活用ください。

◯本サービスは事業者の情報発信・公開、事業者の検索・比較を目的としたサービスであり、取引先候補の検索と
ファーストコンタクトの仕組みを提供しています。取引条件の調整や受発注、決済などはできませんので、コン
タクト後に当事者同士で個別に行ってください。

◯本サービスは農林水産省の補助事業の一環として運営される無料のサービスです。上記の目的に資さない形での
本サービスの利用・転用等はご遠慮ください。

　流通構造の「見える化」環境整備事業について
農林水産物流通ナビ agreach は、農林水産省の「平成 28 年度農山漁村 6 次産業化対策事業のうち 
流通構造の「見える化」環境整備事業」の補助事業として運営されています。

https://www.agreach.jp/
登録優先期間：2017 年 4 月 1 日～

対応環境
PC・スマートフォンにかかわらず、インターネットが利用できる環境であればアクセスできます。
推奨ブラウザ：[PC] IE11,  Firefox （最新版）,  Chrome （最新版）[iOS] Safari, Chrome   [Android] Chrome 
　　　　　　※ PDF の閲覧には Adobe Reader DC 等のビューアが必要となります。
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全国農業
協同組合連合会
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