
農業⽣産資材価格「⾒える化」推進事業
〜 これまでの検討内容とシステムの⽅向性 〜

⽣産資材価格可視化機構
2017/3/27

配布資料



1

⽬次

1. 農業⽣産資材価格「⾒える化」推進事業の進め⽅
1-1. これまでの検討経緯
1-2. 検討委員会及び有識者ヒアリング
1-3. 有識者の属性

2. サイトコンセプト
2-1. ⼀括⾒積り⽅式のご提案

3. 有識者ヒアリング
3-1. 有識者ヒアリングの切り⼝

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-1. ①現状の資材購買活動
4-2. ②⼀括⾒積り⽅式に関する所感
4-3. ③対象者の活⽤シーン／スクリーニング 〜農業界／経済界／全農・単協〜
4-4. ④ユーザーを呼び込む仕組み
4-5. ⑤対象商材
4-6. ⑥⾒積り依頼フォームへのご要望 〜全商材／商材別〜
4-7. ⑦メーカー／販売業者から⼊⼿したい情報
4-8. ⑧データ管理(買い⼿) – レビューコメント・評価等
4-9. ⑨データ管理(売り⼿) – 与信・⽀払条件等

5. サイト仕様
5-1. ⽴上げ時サイト仕様(全体像)



2

(2)関係者／有識者等による検討委員会の開催

1. 農業⽣産資材価格「⾒える化」推進事業の進め⽅
1-1. これまでの検討経緯
 現状調査や検討委員会を含む事前検討をもとにコンセプトを定義し、有識者ヒアリングを進めてきた。
 有識者ヒアリングを通じてコンセプトへのご意⾒を集約し、サイト内容・仕様の礎を固めてサイト構築を推進している。

農業⽣産資材価格⾒える化の内容及び仕様の検討

⽣産者／農業者の購買活動や
Eコマース需要の調査

既存⽐較サイト運営企業
調査と課題抽出

⽐較サイト
コンセプト
の討議

検討委員会開催／有識者ヒアリングの実施

具体的仕様／掲載コンテンツの
討議・決定

要件定義書の作成／最終化

他事業者へ
の取扱提案

ウェブサイトの
構築へ

ニーズ

(1)農業界側の詳細ニーズ吸上げを含む現状調査

調査 課題
抽出

(3)ウェブサイトの具体的な内容／仕様等の決定

既存出店社（サプライヤー）のデータ収集 出店社（サプライヤー）のデータ収集
※新規仕様にて必要となるデータ等を収集

コンセ
プト

(価格提⽰サイト／双⽅向やり取り等の
品⽬別コンセプトに基づいた)
 製品群の特定
 切り⼝の明確化
 品番体系 等

仕様書 コンテン
ツ⼀覧

要件
定義書

(4)他事業者への周知
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1. 農業⽣産資材価格「⾒える化」推進事業の進め⽅
1-2. 検討委員会及び有識者ヒアリング
 第1回検討委員会後に定義したコンセプトをもとに、約1ヵ⽉半に亘って有識者の⽅々へヒアリングを実施してきた。
 第2回検討委員会(3/27)は、「コンセプト／ヒアリング結果の共有と仕様確定、継続検討課題の洗出し」を⽬的とする。

1/5-1/29 1/30-2/3 2/6 –10 2/13 - 17 2/20 - 24 2/27-3/3 3/6 - 10 3/13 - 17 3/20 - 24 3/27 - 31

検討委員会／
有識者ヒアリング

＜プロジェクトマスタスケジュール＞
① 業務要件の明確化

(将来的な業務モデルの定義)

② 機能要件の明確化
(システムに対する機能定義)

③ データ要件の明確化

④ システム開発

ヒアリング結果を反映し明確化

有識者ヒアリング

 サイトコンセプトに基づき、
様々なご意⾒や情報を集約
すること

業務要件の詳細な機能への落とし込み

データ要件などのヒアリング及び抽出

 現状共有
 有識者ヒアリング進め⽅協議
 候補者選定の「軸」
 質問項⽬ など

⽬的

協議
事項

 第1回検討会で協議した質問
項⽬に対するヒアリング

 有識者ヒアリング結果の共有
 各商材における仕様の確定
 懸念事項や継続検討課題等の

洗出し／整理

 有識者ヒアリングの実施に当たっ
て、効果的な有識者選定や質
問項⽬を協議・合意すること

 有識者ヒアリング結果をシェアす
ると共に、仕様を確定させること

第1回検討委員会 第2回検討委員会

事前準備等

機能要件をシステムへ実装

コンセプト
定義
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1. 農業⽣産資材価格「⾒える化」推進事業の進め⽅
1-3. 有識者の属性
 農業界／経済界の幅広いステークホルダーの皆様より、コンセプトに対する所感や懸念事項など、多数のご意⾒を頂いた。

有識者

委員

農業⼥⼦プロジェクトメンバー
農業界

経済界

 第1回検討委員会後、別途ご意⾒を頂いた（12名）

若⼿農業者（4Hクラブ等）

 ⼭⼝・愛媛・愛知の3箇所で説明会を実施
 今後の主要ユーザーと想定し、サイトの使い⽅等ご意⾒を頂いた

※その他、全国農業⻘年クラブなどでも説明会を実施(農⽔省様)

有識者の属性 備考

委員  第1回検討委員会後、別途ご意⾒を頂いた（4名）

流通・⼩売業者
(特にサイト販売を扱っている皆様)

ECサイト運営企業

 流通・⼩売でのご専⾨のお⽴場から、サイト販売促進における課題等
ご意⾒を頂いた（4社）

 サイト運営における留意点などのご助⾔を頂いた（3社）

委員以外の農業関係者  地域性×営農類型等を考慮し、8名の⽅にご意⾒を頂いた

製造業者及び団体  農薬・飼料・種苗メーカー様など、1団体5社の皆様よりご意⾒を頂いた

全農・全中・単協  全農・全中・単協のお⽴場からのご意⾒を頂いた（2団体/3JA）
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 第1回検討委員会等を通じ、資材購買においては「価格」以外にも様々な判断基準がある(下図参照)事が判明した。
 農業界と経済界が各種条件を交渉・合意した上で、価格を提⽰・⽐較できるサイトをコンセプトとしてご提案させて頂く。

2. サイトコンセプト
2-1. ⼀括⾒積り⽅式のご提案

提案する
サイトコンセプト

スマートフォンやパソコン等で、様々な農業資材の⽐較が出来るサービスの提供
農業者が購⼊したい資材を依頼・登録すると、複数企業から⾒積りが提⽰される形式
複数企業から提⽰される「資材・サービス・価格」等を⽐較検討し、最適な企業を選択できるマッチングサイト

⼀括⾒積り⽅式

 全国的に流通可能な商材
 取扱業者毎の価格・送料⼀括表⽰

価格⽐較⽅式
 様々なインターネットモールや、メー

カーHPで取り扱われている商材
 上記を集約して⼀覧表⽰

HPリンク⽅式
 農業者がサイトに条件⼊⼒し、複数

メーカー・代理店に⾒積りを依頼
 価格交渉や実取引は、個別に実施

⼀括⾒積り⽅式

掲載・取引⽅式(第1回検討委員会時)

【農業界からのご意⾒】
価格のみで資材を購⼊する訳ではない
営業担当との密なコミュニケーションが重要
配送・⽀払⽅法など各種条件を考慮した

価格交渉が肝要

第1回検討委員会等での討議 【経済界からのご意⾒】
農家への積極的な提案(営業)が重要
アフターケアや専⾨的な助⾔が差別化要素
与信確認の重要性
⽀払条件・配送⽅法への柔軟な対応
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3. 有識者ヒアリング
3-1. 有識者ヒアリングの切り⼝
 有識者の⽅々からは、現状の資材購買活動やサイトコンセプトに対する所感など、9つの観点から様々なご意⾒を頂いた。

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿) サイト使⽤有無
具体的な資材購⼊先
購⼊時判断基準 など

⼀括⾒積り⽅式

サイトへの期待値・メリット
懸念事項・リスク など

サイト利⽤の対象者
- 農業界／経済界

登録時スクリーニング など

利⽤者を呼び込むための
仕組みや留意点 など

サイト利⽤の親和性が
⾼い商材・低い商材 など

フォーム構造や操作性
織込むべき項⽬ など

価格以外に企業側から
⼊⼿したい情報 など

レビューコメント・評価の
プロセスや対象 など

与信管理の考え⽅
⽀払条件・決済⽅法 など
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4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-1. ①現状の資材購買活動
 サイト購⼊は、購買頻度の低い資材に限られている。検索で利⽤する場合も、最終的にはサイトを介さずに購⼊している。
 ⼤半の資材は、価格だけでなく信頼性や取引量、⽀払タイミング等複数の要素を総合的に勘案し、JAや商系から購⼊している。

資材購⼊時の
サイト使⽤

具体的な
資材購⼊先

購買頻度の低い商材
遠⽅からの資材購⼊
種苗(ネットによる販売が進んでいる)

使⽤あり（購⼊） 使⽤あり（検索）

他地域の情報収集(機械・苗・マルチ)

 ハウス⽤資材・制御⽤システム
農薬の新製品情報 など

JA 商系（メーカー／販売店）

肥料／農薬／種苗は、JAからの購⼊が多い
年1回、予約注⽂票を起票
早期購⼊／⼤⼝購⼊時の割引特典あり
⽀払タイミングを農家側の要望に合わせてくれる
 「出荷紐付き」の為、JAから購⼊せざるを得ない

ケースもあり(⼩規模農家)

取引信頼性のある商系から購⼊
⼤規模農業法⼈においては、仕⼊先を固定している

商材もある(農薬・肥料・飼料)
⼤規模畜産農家は直接メーカーから、中⼩規模畜産農

家は特約店から、飼料を購⼊している
⇒ ⼩⼝対応⼒ある特約店が中⼩畜産農家に機能発揮

元普及指導員を相談員として雇っている業者もある

使⽤なし

 プロ⽤資材のサイト取扱いは限定的
情報収集した商材を、現物を確認し

てから購⼊

購⼊割合:低 購⼊割合:⾼

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 農家が資材を購⼊する場合、担当者との密なコミュニケーションを通じ、価格以外の様々な要素も勘案して購⼊している。

 メーカーと販売業者が⼀体となった営業(メーカー単独もあり)
営業⾯談を通して、農家側の与信を確認
産地／農家との共同開発のケースもある(種苗や飼料など)

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-1. ①現状の資材購買活動

購⼊先と
農家のやり取り

 リスクヘッジの観点から、年1回複数の販売業者に⾒積りを依頼
(農薬・肥料・マルチ類など)

依頼する業者は、概ね特定されている
※実際に作物を⽣産している業者もある(知識／信頼性が⾮常に⾼い)

購⼊時
判断基準(例)

配送地・⽅法・倉庫保管料を含む「運賃」や、ロット数などの条件への対応

3

1

2

アフターサービス内容や対応⼒、決済⽅法など

農家個々の実情を知り尽くした営業スタッフとのつながり（地域経済も考慮）

販売側からの積極的な営業活動（農薬の例：病害⾍発⽣予測や耐性変化に係る情報)
全体的な⽣産コスト低減への寄与度
（例：労務費削減や収量増加が⾒込まれる場合、⾼価な資材でも購⼊するケースがある）

4

5

 アフターサービス、営農指導、価格（予約注⽂票など）
与信管理、農家の⽀払条件への柔軟な対応

農家 購⼊先主なやり取り（例）

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)

JA

商
系

メーカー

販売業者
(代理店)

農家
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 複数購⼊先の価格などを⽐較・交渉できる仕組みは、今までにない新しいスキームとして⼀定の評価を得た。
 ⼀⽅で懸念事項もあり、特に「匿名性に関するリスク」に対しては、スキームを決定しておく必要がある。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-2. ②⼀括⾒積り⽅式に関する所感

期待値
(メリット)

懸念事項(リスク)

やり取りの煩雑さ  メールベースのやり取りは煩雑

サイトに留まらない/
意図しない利⽤

匿名での交渉中に相⼿が特定され、サイト外での取引に遷移してしまう
 2回⽬以降は個別取引となってしまい、サイトが使⽤されない
単なる情報収集や、既存取引先との価格交渉のみに使⽤されてしまう

農業界側

経済界側

 マッチングサイトであれば、かなり便利であり使⽤したい
調達先・⽅法の選択肢が多くなり、価格交渉の幅が拡がる
適正な価格情報を⼊⼿できる

個⼈情報・価格情報などの、情報取扱いには留意（情報漏洩に関するリスク）
安価で粗悪な商材を、期限付きで流通させる企業の出現（流通商材に関するリスク）
企業側事務⼿続きの煩雑化及び、物流網確保の難しさ（⼩⼝取引増加に伴うリスク）

企業側の情報収集ツールとして⼤きなメリットがある
新規参⼊企業にとっては、有効な販売ツールの⼀つとなる
特に中⼩事業者にとっては、販売網／顧客基盤の拡⼤に向けた第⼀歩となりえる

匿名でのやり取りは不安であり、サイト利⽤は伸びない
購⼊側の「なりすまし」や「冷やかし」等には留意匿名性

サイトへの要望事項リスク内容
販売業者名は、最初から⼀覧表⽰して欲しい
選択した販売業者にのみ、⾒積りをかけたい
⼿数料なしでのサイト運営

 サイト内で簡潔にやり取りできる⽅式が望ましい
(過去の履歴等も確認出来ると良い)

その他のリスク

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 情報が⾏き届いていない「中⼩規模の経営者や新規就農者」への情報提供／選択肢拡⼤が重要な訴求ポイントとなる。
 ⼤規模な経営者においても、年1回の経営⾒直し時に、改めて⾃社取引価格を確認するなどの際にシステムを活⽤する。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-3. ③対象者の活⽤シーン／スクリーニング 〜農業界〜

対象者(農業界)
経営規模

【新規就農者】

⽔⽥作・
畑作・

果樹 等

畜産

⼩規模 中規模 ⼤規模

登録時
スクリーニング

登録障壁を低くすると、与信の無い農業者が集まってくる危険性がある為、ある程度のスクリーニングは必要
個⼈情報の他、作物や圃場情報、農業従事経験年数など（企業側が農家とやり取りをする際の参考として）
各資材における年間取引⾼（企業側が農家の与信を判断する材料の⼀つとして）
加⼊している基⾦制度の事前登録（飼料の場合の登録情報として）

経営⾒直し時の、⾃
社取引価格再確認

 情報過疎地(JAからの情報のみ等)の
畜産農家に対する、選択肢の拡⼤

 畜種：「豚や鶏」よりも「⾁⽜」が適している

⾃社使⽤資材に関する、他社情報取得や、
選択肢の拡⼤

共同購買などによる⼤⼝取引

類似品・ジェネリック情報などの知⾒増強

取引先が限られている
ケースも多いと思慮

既に⼤規模取引しており、
最適価格で調達している

可能性が⾼い

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)

初めての農業資材購⼊時におけ
る、商材検索及び⽐較

若⼿就農者はネット利⽤度が⾼い為、近
隣有識者からの指導に基づく資材購⼊の
ほか、サイト購⼊の頻度も⾼いと思われる。
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 各顧客に対する与信管理（⽀払条件の設定など）や販売ロット、サイト対応業務への体制などが重要になると想定される。
 経済界からは「販売代理店・⼩売業者」だけでなく、「メーカー」の参画も期待される。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-3. ③対象者の活⽤シーン／スクリーニング 〜経済界〜

対象者(経済界) 販売代理店・⼩売業者

広告宣伝には投資していないが、良い商材を扱っている
サプライヤーなどが参画出来ると良い

販売代理店等に与信を任せているケースでは、メーカー
単独での参画が、与信リスクの観点から難しい

メーカー

登録時
スクリーニング

登録時に審査を⾏い、企業の素性を担保すべき
企業側は、店舗・物流網（供給可能範囲）などの情報を事前登録した⽅が良い

各地域の販売代理店(1次卸だけでなく、地域の⼩売
業者)が参画するのではないか

⼩売業者が本システムと連携すると、⼀層の販路拡⼤
が期待できる

業績の伸びる企業が出てくる可能性がある為、企業再
編の促進にもつながる

【活⽤シーン】
営業スタッフが、外回り中に依頼事項をモバイルで確認する等、販路拡⼤の⼿段として使⽤出来る
商材を購⼊した農家の評価等をサイトに公開する事で、商材のPRにつながる

参⼊障壁・
期待値・

活⽤シーン 等

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 全農や単協が本サイトと連携した、新たなビジネスモデルの構築を、農業者から期待する声も多かった。
※ 下記の⽂中において、多数の農業者からのご意⾒を、（農業者の声）として記載している。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-3. ③対象者の活⽤シーン／スクリーニング 〜全農・単協〜

単協

 このような仕組みを、全農・単協共に活⽤していくべき
（農業者の声）

全農は、広く商品・情報を有しているので、本サイトに参
画して、農業界への提案が可能

全農

単協も、「売り⼿／買い⼿」両側⾯において、本サイトへ
参画する可能性がある

単協と組んだビジネスモデルが考えられると、利⽤者が
増える可能性がある（農業者の声）

⽣産部会のメンバーにとって必要なシステムを構築すると、
利⽤促進につながる（農業者の声）

参画可能性

対象者(経済界)

期待値・
活⽤シーン 等

農業界の最新動向（要望資材など）を把握できる情
報ツールとして有効

全国からの情報をもとに、適切な地域の単協に伝達する
などのスキーム

上記ケースでは、全国の農業界からの多様な情報を収
集・選別するコールセンター的な窓⼝が必要

【単協と組んだビジネスモデル（農業者の声）】
単協の営農指導員にiPadを配布し、指導員が組合員

の資材購⼊を代⾏で⾏う
※モバイル世代ではない⾼齢農家の代役等

単協

買い⼿

売り⼿

• 与信・発送・代⾦回収業務を実施すること
による⼿数料収⼊

• ネット購⼊に不得⼿な⼈も利⽤可能
• 単協の参⼊による安⼼感(⼈間関係維持)

• 単協に与信や代⾦回収をしてもらう事によ
る焦げ付き回避(安⼼感)

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 より多くのユーザーを呼び込むためには、農業資材⽐較購⼊サービスにつながる「プラットフォームの構築」が肝要となる。
 気概あるメンバーを「呼び込む」ためには、登録料を取った⽅が良いとの意⾒もあった。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-4. ④ユーザーを呼び込む仕組み

ユーザーを呼び込む仕組み

農業界側

経済界側

 ネットに求めるものは即時性であり、主要ECサイト等をバナーで並べ、価格⽐
較／ショッピングモールの「⼊り⼝」としての役割をはたして欲しい。

本サイトに引き込む為の「呼び⽔(仕掛け)」が必要。
- 最先端資材のPR情報、⽣産性・コスト効率向上事例、バーゲン情報、
資材相場情報、栽培⽅法、輸出関連情報 などをトップ画⾯に表⽰

 「おすすめ製品」「この商品を買った⼈はこんな商品も買っています」等の情報

農業者の知⾒増強につながる情報が登録されていると良い
例）配合飼料の歴史や、全国の⼯場配置図等

企業側の提供するサービス（各種検査等）をアピール出来ると良い

トップ画⾯等
表⽰情報

新商品のPR等 新商品のPR情報や在庫⼀掃セールなどの情報掲載
 ポイント制など、販売業者側のインセンティブを設ける仕組み

その他の情報

モール的機能
の設置

相談室機能
の設置

農業者がサイトに課題を登録し、「普及指導員／営農指導員／地域の農
業者リーダー／販売代理店」などが助⾔・農業指導をするようなスキームを購
⼊交渉前の段階で組込めないか。
- 現場の課題や解決策の蓄積(公開範囲は要検討)
- 購⼊交渉前のやりとりをサイト上どのように掲載するかは要検討

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 「地域性の無いもの・限定されたナショナルブランド」や「ジェネリック」などが、サイト取引に適していると考えられる。
 地域限定品を、域内に更に広めるという利⽤は考えられるが、1回の取引量や発注周期などもサイト利⽤率にインパクトを与える。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-5. ⑤対象商材

種苗

飼料

その他商材

農業機械

サイトへの親和性：低い サイトへの親和性：⾼い

全体像 対象商材を絞った⽅が良い（⽔稲の肥料・農薬など）
対象商材（肥料・農薬・農業機械・種苗・飼料）以外の商材も取り扱って欲しい

中古農機下取り等の密なコミュニケーションが
必要な場合、匿名だと難しい

豚や鶏：⼤規模農家が多く、取引先が固定化 経営規模が様々な「⾁⽜」、⼀部の「豚」

パイプハウス（購⼊頻度が低く⼤⼝取引である）
購⼊まで時間的猶予がある、段ボール・消耗品（⼿袋など）

地域限定の開発・販売品 種（地域限定ではないもの）

⽶⻨の種苗 少量多品⽬の種⼦(花き・野菜)
取引量/回多 少

肥料

農薬

購⼊先が固定されているケース
(堆肥や、臨機防除の薬剤など)

交換部品(ロータリーのツメや、コンバインのクローラーなど)

⼀⽅で、中古⾞はサイトも多く、
全体的に親和性が⾼い

⼀⽅で、中古⾞はサイトも多く、
全体的に親和性が⾼い

• スモールスタートが望ましい
• 限定情報のみ(価格等)の提供

商材別の
サイト親和性

• ハウス資材は⽴上り時
スコープに⼊れるべき

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)

全国流通しているナショナルブランドや定番
／売れ筋銘柄、定期的に使⽤される商材

(基肥や、定期防除の薬剤など)
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⾒積り依頼フォームへのご要望(全商材)

 購⼊依頼フォームは、「銘柄が決まっている⼈向け」と「何を買えば良いのか相談したい⼈向け」の2種類に分類するのが望ましい。
 依頼フォームは、⾼齢者や繁忙期の⼊⼒にも耐えうるよう、簡素化した⽅が良い。また、複数商材の購⼊にも対応できると良い。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-6. ⑥⾒積り依頼フォームに対するご要望 〜全商材〜

⾒積りフォーム

⼤⼝取引への
対応

⽀払条件への
対応

配送形態への
対応

購⼊品が「決定している／決定していない」により、⼊⼒フォームを分けて欲しい
⼀度に複数商材を依頼出来ると良い
項⽬数をなるべく抑える⾒せ⽅やプルダウン形式での選択など、簡素なフォームにすべき
多階層にして、選択肢が順次絞られる⽅式が望まれる
⾳声認識システムの導⼊及び、あいまい検索+商材提案の仕組みを導⼊

⼤量購⼊時には、対⾯での相談要否を選択可能にして欲しい
(匿名性解除のタイミングは要検討)

単価交渉の際には⽀払条件も考慮する必要あり
※農協は利⼦付きではあるが⽀払を待ってくれる

運搬⽅法だけでなく購⼊ロット数によっても運賃は異なる
配送⽅法として、近隣の代理店を経由して仕⼊れるケースにも対応出来るようにして欲しい

※取引量の多い⼤規模農家は、路線便だと運賃が⾼くなる為、10t⾞等の運搬⾞を保有している
※鶏糞ペレットは容量が⼤きい為、他地域から購⼊すると運賃が⾼く割に合わない

購⼊／納⼊時期
への対応

事前予約と臨時購⼊で価格は異なる
仕⼊時期や決済時期に応じて価格が異なる可能性がある

その他  「ご要望事項」欄等を設け、フリーテキストによる書込みや写真添付が出来るようにして欲しい
販売業者側から類似品の提案をもらう⽬的で、現在使⽤している商材情報の⼊⼒欄が欲しい

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)



16

⾒積り依頼フォームへのご要望(商材別)

 各商材によって特性のある項⽬は網羅しておいた⽅が良いが、⼊⼒の⼿間は全体的に簡素化した⽅が良い。
 出来るだけ選択式にすることが望ましいが、選択商材のマスタメンテナンス等、運営側の⼿間等も考慮する必要がある。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-6. ⑥⾒積り依頼フォームに対するご要望 〜商材別〜

肥料

農薬

農業機械

種苗

肥料に関しては、NPK⽐率などの「成分」まで理
解して購⼊する⼈は少ない

同⼀成分構成でも、粒の形や⼤⼩が異なる

地域により効能が異なる
定期防除はJAの防除暦が参考になる

中古農機では概要のみの⼊⼒が現実的
例）3条刈りのコンバインで、予算がXXX円 等

購⼊先とメンテナンス依頼先が異なるケースがある

 コーティングや消毒の有無により価格が異なる

飼料
取引量が⼤きい為、物流費のインパクトが⼤きい
配送ルートや運送条件、受渡し場所や時期等の

事前決定が肝要
その他商材

(ハウスの事例)

商材 商材別特性

 「kg」×「袋」の物量や「寒冷地」と「暖地」の選択
 成分だけでなく、機械散布への対応可否
 化学／有機肥料の選択、有機性物質有無

 容量だけでなく、「本数」も記載する必要がある
 プルダウンでの選択⽅式 (階層例：作物種類／

作物名／病害⾍・病名・症状 など）
 防除履歴 (サイト利⽤登録時に⼊⼒)
 逆引き機能(雑草名から除草剤を選択できる等)
<詳細を⼊⼒するとすれば>
 運送形態・希望メーカー・⾺⼒・重量・機能情報・

アタッチメント詳細(メーカー別装着可否) 等
 近隣の代理店を通じた購⼊可否を選べると良い
 種：種⼦コーティング、消毒有無、播種時期
 苗：台⽊情報、播種時期、引取り時間

 畜種、配送地・配送条件、取引期間、引取り時期
 ベース配合以外の付加成分 ⇒ テキスト⼊⼒
 タンク所有者や容量(飼料バラ受タンクの場合)

 ハウスタイプ・ハウス⾯積・被覆材など
(基本情報のみで構わない)

必要となる項⽬

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 企業側からの提案には、商材名・配送⽅法・⽀払条件・価格などの基本条件だけでなく、「使⽤⽅法や製品保証、サポート体
制」など、商材に付随する情報が加味されていると望ましい。

 企業側から、類似商品の情報等も同時に提案されてくると農家側の選択肢が拡がる。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-7. ⑦メーカー／販売業者から⼊⼿したい情報

メーカー／販売業者から⼊⼿したい情報

商材に付随する
様々な情報群

製品保証

⾒積り⾦額の
有効期限

類似商品提案

商材に関する様々な情報を加味して欲しい
- 商材の使⽤⽅法（使⽤タイミング、回数、希釈情報 等）
- 製造年⽉⽇及び有効期限
- トラブル時のサポート体制 など

販売業者側から「ジェネリック」の提案を受ける際には、主成分以外の情報も欲しい

 メーカー／代理店における「製品保証」に関する情報
- 保証範囲や保証期限 など

企業側の⾒積書には「有効期限」が必要
※特に輸⼊品は、為替変動含めて⾒積りに影響がある

農業者からの指定銘柄に対し、企業側から「類似商品」や「ジェネリック」などの提⽰があると選択肢
の幅が拡がると共に、知⾒の増強にもつながる

複数価格の提⽰ ⽀払⽅法の違い（前⾦、収穫期払い等）で価格差があれば、それぞれの⾦額を提⽰して欲しい

その他
特定商材を⾒積り依頼した場合には、ネット通販での価格も⾃動提案する仕組みがあると望ましい
特にハウス⽤資材の⾒積り時には、施⼯業者の情報（価格など）や送料なども提⽰して欲しい

配送料 依頼した商材ロット数に対する配送料だけでなく、配送料別の最少ロット数・⾦額を提⽰して欲しい

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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 商材への評価は、地域性や使⽤⽅法による差異を⼗分に検討する必要がある。サイト運営が軌道に乗った後、「第三者レビュー
やサイト運営者による確認後に掲載する」というステップを組込むのが望ましいと思われる。

 ある程度の取引実績の収集後、商材×地域性の組合せで平均取引価格などを掲⽰できると良い。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-8. ⑧データ管理(買い⼿) – レビューコメント・評価等

レビューコメント・評価に関する考え⽅

レビュープロセス／
スキーム

サイトに対する
レビュー

製品に対する
レビュー

取引実績等の
表⽰

 サイト評価は、フリー記載よりプルダウン⽅式の⽅が良い（⼿間を省く為）
満⾜度を複数段階評価できると良い
 コメントの内容によっては、サイト管理者による削除もお願いしたい。
 レビュー者と匿名でコミュニケーション出来たり、販売業者も書き込み出来たりすると⾯⽩い。

地域性により商材の効能が異なる為、商材への評価ではなくサイト使⽤へのレビューが望ましい
成約事例だけでなく、実際に使⽤した感想や、アフターケアも含めたトータルパフォーマンスでの「満⾜

度」を実例として掲載して欲しい
⇒ 企業側も「⾃社アピール」出来る要素となり、利⽤促進につながる

商材そのものへの評価は避けた⽅が良い
製品レビューもあった⽅が良い。地域性に伴う差異はあるが、ユーザーも情報を取捨選択するはず。

取引実績の記載は、販売価格や条件を含めてオープンにした⽅が良い（匿名で良い）
⇒ 価格と地域性（条件含む）の関係性を知りたいので、価格（丸めても可）を提⽰して欲しい

相違

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)



19

 現在はスコープ外だが、農業者側に対する「与信管理」や「⽀払条件」等は、⾮常に重要である。
 与信・⽀払条件がクリア出来ないと、企業側は債権回収リスクを負う為、提案すら出来ない可能性がある。

4. 有識者ヒアリング結果まとめ
4-9. ⑨データ管理(売り⼿) – 与信・⽀払条件等

与信・⽀払条件等

全体

決済⽅法に
関するご意⾒

簡易な与信管理が望ましい
農家側の与信関連情報を、販売者側に提⽰すべき
与信リスクを担保する仕組みや、⽀払プロセスをサイトに導⼊する事で、経済

界側の利⽤を促進出来る（与信リスク低減が訴求ポイント）
畜産農家の「でんさい(電⼦記録債券)」使⽤有無も、与信判断材料の⼀つ

 「JAを通じた決済」なども組み込めると良い

与信については「先物決済」の仕組みを取り⼊れたらよいのではないか

既存の取引先が「買い⼿」となり、当該取引先から商品を購⼊する仕組みも
考えられる（既存与信の活⽤）

JAを通じた決済

先物決済

前⾦制度 前⾦制度(1ヵ⽉分の事前⽀払)等を導⼊すれば、代理店も参⼊しやすい
前払いして「安く」調達できると良い（販売側も債権回収リスクは低減）

既存ビジネスの
活⽤

与信管理／
情報連携

決済⽅法提⽰の
重要性

与信が確認出来ないと、代理店がリスクを負う事になる為、⾒積りを提⽰出
来ない可能性がある

商品受領後の⽀払となる可能性が⾼く、販売側は債権回収リスクを伴う

①現状の資材購買活動
②⼀括⾒積り⽅式に

関する所感

③対象者の活⽤シーン
／スクリーニング

④ユーザーを呼び込む
仕組み

⑤対象商材⑥⾒積り依頼フォームに
対するご要望

⑦メーカー／販売業者
から⼊⼿したい情報

⑧データ管理(買い⼿)

⑨データ管理(売り⼿)
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5. サイト仕様
5-1. ⽴上げ時サイト仕様（全体像）

プロセス概要

Top画⾯

依頼登録

販売業者
質問・提案

登録性かつオープン参加可能な場の提供
地域性を含む個⼈情報登録と、スクリーニングの実施

 クローズドな領域かつ、匿名での情報授受
農業者ニーズへのきめ細やかな対応（経済界）及び、詳細ニーズの確実な伝達（農業界）

複数の販売メーカー／業者と、個別に価格交渉可能な仕組みの構築
⾒積りのタイムリーな連携と⽐較検討

1

3

サイト仕様（概要）

依頼登録 取引後販売業者質問・提案ﾌﾟﾛｾｽ概要

ﾌﾟﾛｾｽ詳細

販売条件確認・交渉 発注・決済

依頼⼊⼒
・登録

提案する
依頼の
検討

確定
通知受取

農業界
利⽤者

情報登録

依頼⼀覧
確認

⽐較検討 販売条件
へのコメント

決済・
商品受領

販売業者
情報登録 質問登録

質問事項
確認・回答

提案する
依頼の
選択

販売条件
⼊⼒

販売条件
確認

販売条件
修正

発注
確定

決済・
商品発送

レビュー
⼊⼒

レビュー
⼊⼒経済界

販売条件
確認・交渉

発注・決済

農業者ニーズに沿った依頼の提⽰
複数の販売メーカー／業者へのデータ連携

確定発注後の決済・物流は、個別に運⽤

2

4

5

Top画⾯

1 2 4 5 63

取引後 購⼊後レビュー等をサイトへ投稿（信頼性醸成に向けたデータ蓄積）
過去履歴の蓄積と、次回取引の際の類似商品提案等6

第2回検討委員会でご賛同頂きたい⽅向性
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本レポートに記載されている情報はあくまで⼀般的なものであり、特定の個⼈や組織が置かれている状況に
対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受
け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの⾏動を取られる場合
は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切
なアドバイスをもとにご判断下さい。本資料は、検討委員会開催に向けて作成した資料であり、本資料を閲
覧したあるいはコピーを⼊⼿した第三者に対して、当機構は責任を負うものではありません。

⽣産資材価格可視化機構 ⼀同


