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プレスリリース 

令和３年１月 29日 

国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”オープン 
～ 生産者・実需者 135者が会員登録、引き続き会員募集中 ～ 

１．“ベジマチ”のオープンについて 

・ ２月１日（月）、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”」がオープンします。

・“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。

・ １月 28日現在で、生産者・団体 108者、実需者 27者の計 135者の皆様に会

員登録をいただいています。生産者・団体は、北海道から沖縄県まで 28都道

府県のキャベツ、レタス、はくさい、トマト、たまねぎ、ブロッコリー、きゅ

うり等の主要野菜、江戸菜、九条ねぎ等の地域特産野菜、有機野菜、カット野

菜など多種多様な品目が出品されます。実需者は、外食業者、中食業者、食品

メーカー、小売業者など多様な業種の皆様が会員登録されています。

・ サイト開設後も会員登録を募集しています（参加は無料）。第２回“ベジマ

チ”オンライン説明会を２月に開催する予定です。

・ 新型コロナ禍で家庭内の野菜の巣ごもり需要が伸びる一方で、外食、インバ

ウンドなどの業務用需要が低迷しています。多くの野菜生産者・実需者の皆様

にご参加いただき、“ベジマチ”を活用して交流・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

２．２月 26日（金）第１回ベジマチ”オンライン商談会について 

・ 機構では、野菜生産者と実需者の交流・商談の促進のため、毎月、「“ベジマ

チ”オンライン商談会」を開催します。

・ 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、１回当たり数社程度、１商談 15分～30

分程度を考えています。当面、毎月 1回オンライン商談会を開催する予定で

す。 

https://www.vegemach.jp/
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・ 令和３年２月 26日（金）に「第１回“ベジマチ”オンライン商談会」を開

催します。令和３年３月 10日（水）～11日（木）に JAグループ主催の「国産

農畜産物商談会」（東京国際フォーラム）の場を活用し、第２回オンライン商

談会を開催する予定です。詳細は、“ベジマチ”HP等でお知らせします。

（参考資料） 

１ 「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”オープン～会員登録募集中～」 

２ 「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”の参加者を募集します」（令和

２年 11月 30日プレスリリース） 

＜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 
髙畑、伊澤、加畑 
TEL ０３―３５８３―９４８２ 
FAX ０３―３５８３―９４８４ 
E-mail vegemach@alic.go.jp



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１回 2021年 ２月26日(金)オンライン商談会
の開催

TEL ： 03-3583-9482 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

サイトオープン

資料１

会員登録募集中

第２回 2021年 ３月10日(水)・11日(木)（予定）
（「国産農畜産物商談会」（東京国際フォーラム）の場を活用）

※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。毎月１回開催予定です。

※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。
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プレスリリース 

令和２年 11月 30日 

国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”の 

参加者を募集します 

～ 野菜生産者と実需者のオンライン交流・商談の場を開設 ～ 

１．国産やさいマッチングサイト”ベジマチ“」とは 

・ 農畜産業振興機構では、平成 18年度以降、毎年度野菜生産者と実需者

の交流・商談の場として「国産やさいマッチングフェア」を開催してまいり

ましたが、本年３月に予定していたマッチングフェア（Foodex Japan 2020）

は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止を余儀なくされました。

・ 野菜の需要は、新型コロナウイルス感染症の影響で家庭内の巣ごもり需要

が伸びる一方で、外食、インバウンド、給食などの業務用需要が低迷してお

り、業務用を中心に取引数量の減少・喪失など厳しい状況に直面している生

産者もおられます。

・ このため、機構では、平成 18年度から継続してきた国産野菜の生産者と

実需者をつなぐ取組を継続し、新型コロナウイルス禍で頑張っている野菜生

産者を応援するため、令和３年２月にオンラインで野菜生産者と実需者をつ

なぎ交流や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”」

を開設します。

・ 本年 12月１日（火）より“ベジマチ”に参加する野菜生産者と実需者の

会員登録の募集を行います。多くの野菜生産者・実需者の皆様にご参加いた

だければと思います。 

① 国産野菜の生産者と実需者がオンラインでいつでもどこでも交流・商談が

できます。

② 「生産者の経営・取扱野菜・アピールポイント及び実需者の購入希望野

菜・経営などの情報発信」（マイページ、文章・写真・動画）、「掲示板を使

った随時の情報発信」（旬の取扱野菜情報、購入希望など）、「メッセージ

（チャット）機能を使った個別商談」、「購入希望者や購入希望野菜などの

検索」ができます。

③ 会員登録から商談成立まで“無料”でご利用いただけます。

※ “ベジマチ”(VegeMach)とは、“Vegetable Matching Site”と皆が集う

“街”（Mach）からとった国産やさいマッチングサイトの呼称です。

“ベジマチ”の３つのポイント 
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２．“ベジマチ”の参加者の募集について 

（１）“ベジマチ”利用には機構への会員登録が必要です 

・ 生産者→国内で野菜を生産する生産者、生産者団体及び集出荷業者

・ 実需者→外食業者、中食業者、卸売・仲卸業者、食品製造業者、小売業者、

百貨店、ホテル・旅館業者など、事業として国産野菜の売買を行 

っている事業者 

※ 私的利用となる消費者は対象外です。

（２）会員登録申込開始日：2020年 12月１日（火）～

・ 下記 URL又は QRコードから登録の申し込みができます。

https://www.vegemach.jp/ QRコード

（３）ベジマチ運用開始日：2021年２月１日（月）（予定）

・ 運用開始以降も会員登録を受け付けます。

３．その他（国産農畜産物商談会、生産者オンライン研修会） 

（１）ＪＡグループ「国産農畜産物商談会」への出店とオンライン商談会の開催

・ 2021年３月 10日（水）～11日（木）にＪＡグループ主催の「国産農畜産

物商談会」（東京国際フォーラム）の開催が予定されています。

・ “ベジマチ”を利用いただいている生産者の中から国産農畜産物商談会に

出店し、実物での交流・商談に参加いただくとともに、会場でオンライン商

談会のデモンストレーションの実施を計画しています。

（２）「生産者向けベジマチ活用オンライン研修会」の開催

・ 生産者の経営・商品・アピールポイントなどを掲載するマイページのつく

り方、メッセージ機能や掲示板を使った商談・情報発信のやり方などを紹介

する「生産者向けベジマチ活用オンライン研修会」の開催を計画していま

す。開催日時等が決まり次第お知らせします。

（添付資料） 

１「国産やさいの生産者と実需者を結ぶマッチングサイト会員登録募集」 

２「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について」 

＜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 

（担当） 髙畑、伊澤 

TEL ０３―３５８３―９４８２ 

FAX ０３―３５８３―９４８４ 

E-mail jygk1@alic.go.jp



2020年 １２月１日(火)～会員登録募集

※3  会員登録は、サイト利用開始（2021年２月１日）以降もお申込みいただけます。

※3

右記QRコード又はURLからお申込みいただけます。 https://www.vegemach.jp/

2021年 ２月１日(月)（予定）サイト利用開始

TEL ： 03-3583-9482 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  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。

※1 ※2



国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について

令和２年12月

～ 野菜生産者と実需者のオンライン交流・商談の場 ～



１

１．国産やさいマッチングサイト”ベジマチ“とは①

 野菜の需要は、新型コロナウイルス感染症の影響で家庭内の巣ごも
り需要が伸びる一方で、外食、インバウンド、給食などの業務用需要
が低迷しており、業務用を中心に取引数量の減少・喪失など厳しい
状況に直面している生産者もおられます。

 このため、農畜産業振興機構では、平成18年度から継続してきた
国産野菜の生産者と実需者をつなぐマッチングフェアの取組を継続し、
新型コロナウイルス禍で頑張っている野菜生産者を応援するため、令
和３年２月にオンラインで野菜生産者と実需者をつなぎ交流や商談
の場を提供する「国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”」を開設します。



２

 ポイント１：国産野菜の生産者と実需者がオンラインでいつでもどこでも
交流・商談ができます。

 ポイント２：「生産者の経営・取扱野菜・アピールポイント及び実需者の
購入希望野菜・経営などの情報発信」（マイページ、文章・写
真・動画）、「掲示板を使った随時の情報発信」（旬の取扱
野菜情報、購入希望など）、「メッセージ（チャット）機能を
使った個別商談」、「購入希望者や購入希望野菜などの検
索」ができます。

 ポイント３：会員登録から商談成立まで“無料”でご利用いただけます。

※ “ベジマチ”(VegeMach)とは、“Vegetable Matching Site”と皆が集う
“街”（Mach）からとった国産やさいマッチングサイトの呼称です。

＜“ベジマチ”の３つのポイント＞
１．国産やさいマッチングサイト”ベジマチ“とは②



３

国産やさいの生産者と
実需者が集う

国産やさいの生産者と
実需者を結ぶマッチングサイト

国産やさいの生産者と実
需者を結ぶオンライン
の商談サイトです。

利用者登録から商談成
立まで、無料でご利用い
ただけます。

場所や時間の制限なく
いつでもどこでも商談
いただけます。



４

（１）“マイページ”による生産者情報の発信
① 経営情報：氏名・社名、所在地、商品（野菜）、経営面積、
従業員数、アピールポイントなど

② 商品情報：商品名（品目名）、商品画像、提供可能時期・
エリア、納品単位・規格、産地、アピールポイントなど

③ 動画・画像による商品・経営の情報発信（YouTube、
Instagram など）

（２）“マイページ”による実需者情報の発信
① 経営情報：氏名、所在地、主な事業、従業員数、アピールポイ
ントなど

② 購入希望商品情報：商品名（品目名）、購入希望数量・規
格・納入時期・エリアなど

③ 動画・画像による購入希望商品・経営の情報発信
（YouTube、Instagram など）

２．”ベジマチ“でできること①



５

（３）“掲示板”を使った情報発信
① 生産者：商品情報、作柄・出荷情報、サンプル提供、アピールポ

イントなど
② 実需者：購入希望商品情報、産地・エリア、アピールポイントなど

（４）“メッセージ機能”を使った個別商談
① メッセージ（チャット）機能を使って生産者と実需者が直接やり取り
② オンライン商談・現場訪問などの打合せの設定、商品の品質・規

格・数量、サンプル提供依頼など

（５）“検索機能”を使った購入希望野菜や希望時期などの検索
・ 「野菜から検索」、「産地・会社所在地から検索」、「購入希望時期
から検索」、「キーワード検索」など

２．”ベジマチ“でできること②



”ベジマチ“でできること（イメージ）

１．購入希望野菜
などの検索

２．掲示板を使った
情報発信

３．メッセージ機能を
使った個別商談

果菜類 葉茎菜類 根菜類 きのこ類

トマト、きゅ
うり、ピーマ
ン、なす、
かぼちゃな
ど

キャベツ、レタ
ス、はくさい、
ねぎ、ほうれん
そうなど

にんじん、だ
いこん、ばれ
いしょ、さとい
もなど

しいたけ、し
めじ、えのき
など

詳しく見る + 詳しく見る + 詳しく見る + 詳しく見る +

野菜から探す

北海道・東北

関東

甲信越・北陸

東海

関西

中国

四国

九州

+

+

+

+

+

+

+

徳島、香川、愛媛、高知

産地・会社所在地から探す

＞

希望時期から探す

キーワードから探す

株式会社alic
栃木県宇都宮市

このメッセージに返信する >

株式会社ベジタブル
北海道札幌市

このメッセージに返信する >

株式会社alic○○様
お世話になっております。
株式会社ベジタブルの○○と申します。
掲載商品の高糖度中玉トマトについて、
詳細をお教えいただけますと幸いです。

株式会社ベジタブル○○様
ご連絡ありがとうございます。
alicの○○と申します。
高糖度中玉トマトについて、よろしければZoom
等のビデオ会議でサンプルもお見せしながらご説
明させていただきますが、ご都合いかがでしょうか。

○○様
早速お返事いただきありがとうございます。
Zoom対応可能です。明後日の29日11時
又は30日14時からいかがでしょうか。

○○様
それでは29日11時から、Zoomによるビデオ
会議よろしくお願いいたします。

大玉トマト（国産品種、海外品種）、ミニトマト、高糖度
中玉トマトを中心に栽培し、秋～冬でも高品質・安定供
給が可能です。鮮やかな赤色で果肉がしっかりしていてカッ
トし易く、サンドイッチ等の具材に最適です。サンプルもござ
いますのでお気軽にお声かけください。

朝どれの新鮮野菜を定期的に仕入れることができる生産
者さまを探しています。具体的には、トマト、にんじん、レタ
ス、ねぎ等を希望しています。

６

有限会社ファーム
千葉県柏市

このメッセージに返信する >

人工光型の植物工場で、フリルレタス、サラダ菜等のレタス
類と、バジルを生産しています。周年安定供給可能で、洗
わず使用でき、日持ちします。ご興味がございましたらぜひ
お声かけください。

株式会社ベジタブルフーズ
東京都港区

このメッセージに返信する >

食品スーパーです。伝統野菜の取扱いを増やしていきたい
と考えていますので、生産者の方がおりましたらご連絡いた
だけますと幸いです。



７

３．”ベジマチ“の会員登録の募集について

（１）“ベジマチ”の利用には会員登録が必要です
① 「生産者」→国内で野菜を生産する生産者、生産者団体及び

集出荷業者
② 「実需者」→外食業者、中食業者、卸売・仲卸業者、食品製造

業者、小売業者、百貨店、ホテル・旅館業者など、事業
として国産野菜の売買を行っている事業者
※ 私的利用となる消費者は対象外です。

（２）会員登録申込開始日：2020年12月１日（火）～
・ 下記URL又は QRコードから登録の申し込みができます。

https://www.vegemach.jp/ QRコード

（３）“ベジマチ”運用開始日：2021年２月１日（月）（予定）
・ 運用開始以降も会員登録を受け付けます。



８

４．その他（国産農畜産物商談会、生産者オンライン研修会）

（１）ＪＡグループ主催「国産農畜産物商談会」への実物出店
① 2021年３月10 日（水）～11日（木）にＪＡグループ主催の

「国産農畜産物商談会」（東京国際フォーラム）の開催が予定さ
れています。

② “ベジマチ”を利用いただいている野菜生産者の中から国産農畜
産物商談会に出店し、実物での交流・商談に参加いただくとともに、
会場でオンライン商談会のデモンストレーションの実施を計画して
います。

（２）「生産者向けベジマチ活用オンライン研修会」の開催
・ 生産者の経営・商品・アピールポイントなどを掲載するマイページの
つくり方、メッセージ機能や掲示板を使った商談・情報発信のやり方
などを紹介する「生産者向けベジマチ活用オンライン研修会」の開催
を計画しています。開催日時等が決まり次第お知らせします。


	030129 プレスリリース
	資料1（ベジマチオープン）
	スライド番号 1

	資料2 ベジマチ参加者募集について
	プレスリリース
	資料１
	スライド番号 1

	資料２
	国産やさいマッチングサイト“ベジマチ”について
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9



