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自社の魅力の伝え方

はじめに 自社の魅力を言語化しよう

他の地域との違い何か？

地域（産地）の特性が

味やモノづくりに表れる

・立地条件・気候風土（気温,日辺り）・水質(川,温泉,雪解け）

・土壌（赤土,黒土,火山灰土）・風等

自分がこだわっているポイントは？

自社の強みを表現する
・飼育（育て）方・エサや肥料へのこだわり・加工品工場の特徴

・調味料・全量買い戻し・品種

安心・安全・栄養価の説明はできているか？

味を言葉で表現する ・HACCP・GAP・オーガニック・JAS規格・ビタミン,ミネラル等



商品名…特徴や魅力を商品名で伝えましょう
商品名には1個単価の重さや糖度、特別な種類・栽培方法（高リコピン）等の商品の詳細が一目で見てわかる商品名がおすすめです

例）ミニトマト ➡ 【高原野菜】糖度10%以上の高リコピンミニトマト（粒/約10g）

商品詳細…アピールしたい情報を掲載しましょう

商品のこだわり（特徴・育て方・産地情報）記載しましょう,詳細を記載頂ければ信用度が上がり価格向上や安心につながります。

・栽培についてのこだわり、産地、環境へのこだわり

・資格や受賞歴

・レストランへの納品実績

自社の食材の魅力を上手に伝えよう

商品登録の前に

飲食店向け・・・個人の飲食店とチェーン店が注文しやすいように、最小の単位と業務用単位の2種類で登録をおすすめします。

商品規格…販売先にあった商品規格を設計しましょう

一般向け・・・３～４人家庭向け、１～２人家庭向け、贈答用の3種類の登録をおすすめします。



自社の食材の魅力を上手に伝えよう

写真…美味しそうで魅力が伝わる写真掲載を心がけましょう
１．フレーム内に収める

カメラの撮影サイズを横長フレーム (写真用語ではアスペクト比 5x4) に設定します。縦長の写真はアプリに適していません。枠内に

料理と他のアイテムを配置して撮影するときは、料理が画像の 70〜80％くらいになるように構図を決めます。食材をできるだけク

ローズアップして撮影すると、質感と細部を引き立たせることができます。

２．商品写真は3枚ご用意ください。

・1枚目 個体の大きさのわかる写真（何センチなのか等）

・2枚目 断面の見える写真（中身はどうなっているのか）

・3枚目 調理例の写真（しずる感は伝わっているか）があるとわかりやすいです。

商品登録の前に

OK例 NG例

光量が十分でない蛍光灯の下で撮影しないでください。

間接的な自然光が入る場所を探しましょう。



WEBでREACHSTOCK（リーチストック）を
検索

1 生産者新規登録・ログインをする2

生産者と飲食店と分かれてるので、生産者をクリック又は下記から

新規登録・ログインできます。

https://exhibitor.reachstock.jp/sns/login-list.php

メール登録の会員の方は

「メールアドレスでログイ

ン」から、ログインをしてく

ださい。

新規の方は青丸の「新規登録

はこちら」から会員登録をし

てください。

会員登録について

01.会員登録をする



お客様情報を登録（必須項目は必ずご入力ください）し、「確認・送信」をしてください。3

自己紹介

潔に、生産のこだわりや,

立地の特性などを明記しま

しょう。

生産者名前・屋号の入力

会社名ではなく、生産物が分

かる名前で登録しましょう。

写真

3枚まで登録可能です。圃場の

様子や加工場、生産者さんの

顔がアピールポイントになり

ます。

送料

お取り扱いの一番多いサイズ

で登録下さい、配送時に変更

も可能です。

販売するに

01.会員登録をする 写真といつも使われている送料表をご準備下さい。

会員登録について

確認・送信

情報を入力後、内容を確認・

送信をしてください。

承認完了までに２～３営業日

かかることがございます。

承認完了後、登録をされた

メールアドレス【REACH

STOCK】からメールが届きま

す。

※メールが届かない場合、お

手数ですが本誌末尾ページよ

りリーチストックへご連絡く

ださい。



販売するに

02.メインメニューについて

販売する前に

出品する

商品の新規登録

◆飲食店向け P.11

◆一般向け P.40

商品の確認・編集

◆過去にアップした商品の

確認・変更 P.16

売上関連

◆売上金の確認 P.35

産直物語の確認・編集

◆売上金の確認 P.33

アカウント設定

連絡の行くメールアドレスを

5個まで記載できます。

買い手ページ

飲食店側から見える画面の閲

覧ができます。

受注を見る・作る

◆注文内容の確認や配送登

録の確認・編集 P.24

◆新たな受注の作成 P.26

メッセージ

◆飲食店へのメッセージの

◆送信と確認 P.18

基本設定

◆生産者紹介ページや配送

料・配送日数などの編集

P.6

注文やメッセージが届いた場合、【！】が表示されますので確認

をお願いいたします。 P.14.18 



販売するに

03.生産者設定をする

販売する前に／基本設定

生産者（会社）情報を登録しましょう

基本設定を行わないと、販売が出来ません。

登録いただく生産者さんの写真や商品の写真、全国への送

料の準備はできていますか？

写真といつも使われている送料表をご準備下さい。



販売するに

03.生産者設定をする

販売する前に／基本設定

生産者名前・屋号の入力

例：REACH STOCKファーム、ゆうせん農園

担当者名

担当者の方のお名前をご入力ください。

生産者画像

「画像を選択」をクリックすると画像を登録できま

す。生産者様の顔が分かる写真を最低1枚以上ご登録

ください。

生産者紹介

生産者様の自己紹介や、こだわりの生産方法などを

ご入力ください。

生産物カテゴリ

該当カテゴリ全てにチェックを入れてください

写真といつも使われている送料表をご準備下さい。



生産計画画像

通年の生産スケジュールの画像が

ある場合に表示することが可能です。※任意

最低注文金額（円）

希望の最低注文金額があればご入力ください。

送料請求の場合は０円でOKです。

1箱の最大重量(kg)

お使いの配送会社の梱包できる最大のサイズを入力

してください。

例：日本郵便 25kg

当日出荷可能時間設定

当日の最終注文受付時間をご記入ください。

＋配送日数が最短リードタイムになります。

販売するに

03.生産者設定をする

販売する前に／基本設定

写真といつも使われている送料表をご準備下さい。



クール便料設定

クール便で送る場合の追加金額を入力してください。

※商品ごとにクール便の設定が可能です。

配送日数・配送料設定

配送日数を入力してください。

配送不可の地域がある場合は未入力のままで構いま

せん。

サイズによって送料の変更がある場合は、80サイズ

の入力をお願い致します。

※注文時に送料の変更が可能です。

販売するに

03.生産者設定をする

販売する前に／基本設定

写真といつも使われている送料表をご準備下さい。



休業日設定

休業日の設定ができます。

休業日＋配送日を希望納品日に指定することができ

なくなります。

送料無料設定

一定購入金額以上の購入時の送料無料設定ができま

す。

例）5000円以上購入で送料無料 など

販売するに

03.生産者設定をする

販売する前に／基本設定

写真といつも使われている送料表をご準備下さい。



販売するに

04.商品を登録する（飲食店向け登録）

商品登録（飲食店向け）

商品を掲載しましょう！

商品登録では、一つ一つの商品の魅力をアピールできます。



販売するに

04.商品を登録する

商品登録/PC・スマートフォンから商品登録をする1
商品登録ボタンより、登録画面へ

商品画像をアップロード

1. 画像を選択をクリック

2. 商品の画像を選択

3. 画像を適切な大きさに切り抜く

(画像は必ず10M以下。比率は縦2：横3程度を推奨）

★ECサイトにおいて写真は非常に重要です！断面が見える・鮮度感やおい

しさが伝わる写真でお願いします！

商品登録（飲食店向け）



商品名/商品説明を入力

商品名では、糖度や処理の仕方、1箱の内容量、品物の大きさ重さな

ど、詳細な情報の記載があるとわかりやすいです。

商品説明では、生産段階でのこだわりや、他の方と違うところ、薬

用効果や栄養について、実際に皆さんが家庭で食べられている簡単

な食べ方や食味の特徴、簡単な調理のレシピや取扱・保存方法など

が記載してあると購買につながりやすいです。

販売するに

04.商品を登録する

商品コード

自社で使われている商品コードにて管理ができます。

商品説詳細

商品の詳細を設定できます。

※3,000円/kgの肉を10kg単位で販売する場合

［販売単位］kg

［キロ単価］3,000

［参考重量］10

※販売価格は自動計算

※販売単位は小ロットの方が飲食店が購入しやすいです。

登録在庫数

在庫数はリアルタイムでいつでも変更可能です。

≈≈

商品登録（飲食店向け）



公開期限

掲載期限を設定できます。なければ「なし」でお願いします。

目方販売

「金額変更あり」にした場合、発送時の重量で金額を確定すること

ができます。

販売するに

おすすめ情報

「旬の商品」の場合は入力ください。「旬の食材」カテゴリーへ掲

載いたします。※2週間以上掲載の場合は管理者側で掲載終了する場

合がございます。

配送方法

クール便を選択した場合、料金が加算されます。

配送料の負担

送料込みを選択した場合、送料が加算されません。

商品詳細項目（肉）

肉のランクなどを設定可能です。

04.商品を登録する

商品登録（飲食店向け）



水産

漁獲日などを設定可能です。

販売するに

取得資格

取得資格を表示可能です。

04.商品を登録する

商品登録（飲食店向け）

個別見積り商品

価格を表示しないで個別見積もり商品として表示可

能です。

表示・非表示

パージの表示・非表示を選択できます。

一次保存や、一時的に販売休止する際にお使い頂け

ます。



販売するに

商品を編集したい！

商品を編集ページでは、商品の在庫や表示期限の確認が出

来ます。

04.商品を登録する

商品登録（飲食店向け）



販売するに商品登録（一般向け）

商品を掲載しましょう！

商品登録では、一つ一つの商品の魅力をアピールできます。

※家庭向け販売は北海道・沖縄は対象外となります

04.商品を登録する



商品登録ボタンより、登録画面へ

商品写真のアップロード

1枚目 美味しそうな食材の写真

2枚目 納品状態がわかるような写真

3枚目 生産者の情報やその他魅力が伝わる写真

※縦横比２：３でアップロードください。

販売するに

商品名

商品名はオリジナリティあふれるキャッチーなネーミングを設定く

ださい。

NG例）トマト

OK例）糖度10%以上 朝どれ新鮮トマト

商品紹介

例文を参考に必要情報を入力ください。

商品登録（一般向け）

04.商品を登録する



販売価格

金額は自由に設定できます。

コロナ特価＝特別割引価格の設定となります。

※10%以上の割引商品の場合、通常商品と比較して売上が30％以上

高い傾向にあります。

価格設定にお悩みの方は販売サポート実績豊富な弊社担当にご相談

ください。

リーチストック相談窓口 0120-117-440（平日10時〜17時）

配送について

一般向け商品は配送日時の指定ができません。

おおよその目安や注意事項がございましたら入力ください。

販売するに商品登録（一般向け）

04.商品を登録する



販売するに

商品名で検索

登録商品数が多い場合、商品名で検索が可能です。

編集したい商品をチェック、商品情報の

編集ができます。

※[在庫0]の場合、飲食店側には「SOLD OUT」の

文字が表示されます。

※[公開期限切れ]の場合、飲食店側には表示されませ

ん。

CSV出力/登録

CSVで出力し,商品の登録・編集が可能です。

05.商品を編集する

商品登録



販売するにメッセージ機能

06.メッセージ機能を使う

＜Point＞

加盟している飲食店に直接メッセージを送り、

やりとりや、商品の案内ができます！

≈

メッセージの機能は飲食店のみ対応です



販売するに

新規メッセージを選択1 キーワードや業態を入力し検索2

06.メッセージ機能を使う（販促活用事例）メッセージの機能は飲食店のみ対応です

メッセージ機能



販売するに

送信したい店舗にチェックを入れ、「メッ

セージ作成へ」を選択

3 メッセージを作成し、「送信」を選択4

≈ｚ

≈

商品画像も送ることができます！

写真や画像を飲食店に送る場合、こちらから選択が可能です。

★文章では伝えづらい保存方法や、生産現場の様子など、是非お送

りください！

06.メッセージ機能を使う（販促活用事例）メッセージの機能は飲食店のみ対応です

メッセージ機能



販売するに

メッセージの機能は飲食店のみ対応です07.メッセージを受信する

飲食店からメッセージが来た場合にメインメ

ニューに【！】が表示されます！

※飲食店からメッセージが入った場合には、

登録のメールアドレスに自動的にメールが届

きますので、メッセージ機能を使い、飲食店

の方とやり取りをお願いいたします。≈

メッセージ機能



販売するに

07.メッセージを送信する

≈

飲食店からのメッセージ

飲食店からのメッセージ内容が表示されます。

「こういった商品はありますか？」や使い方について

の質問などが届くので、商品のアピールをお願いいた

します。

画像を送ることができます

メッセージ入力欄

返信するメッセージの入力欄です。

メッセージ機能



販売するに

08. 配送までの流れ

おめでとうございます！注文が入りました！

※メインメニューの受注を見るに【！】がついてお知らせ

します。

受注を見るでは、注文された商品の確認・変更ができます。

発送までの基本的な流れ

1. 注文が入ったら受注を見る

2. 該当の注文を選択し内容を確認する。

3. 確認した内容で実際に商品の発送を行う

4. 配送登録を行う。

受注を見る・作る



販売するに受注を見る・作る

配送状況

未配送／配送済み／数量変更／キャンセル よりフ

ラグごとに絞ることが出来ます。

新規注文登録

飲食店から電話やLINEで受注した際に、システム上

で新たに受注作成することができます。

配送状況項目の紹介

未配送・・・配送登録をしていない受注分です。

配送済み・・・配送登録が完了している受注分です。

数量変更・・・目方販売の金額変更や、送料に変更をした受注分です。配送自体は完了していないので、配送登録をお願いいたします。

キャンセル・・・キャンセルの受注分です。※キャンセル方法 p.16

08. 配送までの流れ（受注をみる）



受注内容の編集

目方販売や数量、送料変更、商品の追加がある場合、

こちらより編集が可能です。

09. 配送登録をする

メッセージを送る

商品や配送に関して飲食店へ連絡が必要な場合には、

こちらよりメッセージを送る事が可能です。

納品書を印刷する

飲食店に商品を送る場合、納品書を同梱してくださ

い。納品書はこちらより印刷が可能です。

通常お使いの物でも大丈夫です。

配送登録

配送登録を押した場合、左の画面に遷移します。

配送状況を「配送済み」に変更後、登録ボタンを押

してください。

※配送登録が行われていない場合は精算できません。

受注を見る・作る



商品詳細の変更

数量や送料に変更、商品の追加がある場合、

こちらより編集が可能です。

※数量0で確定をクリックするとキャンセルになります。

販売するに

10. 受注内容を編集をする
目方販売や、商品の追加がある場合に、商品や送料の変更ができます。

受注商品の追加

メッセージなどで飲食店から商品の追加があった場合に商品

一覧の中から選択し追加できます。

送料とクール便の編集

初期登録の送料から変更があった場合、編集が可能です。

※送料が変更になる際は飲食店へご案内ください。

確認ボタンをクリック

確認ボタンをクリックすると変更内容確認画面へ遷移します。

受注を見る・作る



販売するに

11. 受注を新規作成する（飲食店のみ）

主に魚や肉の目方販売や、商品の追加がある場合に、商品や送料の変更ができます。

※事前に「出品する」より受注を作成したい商品の登録をお願いします。

受注を作成したい店舗を検索1

1. 店舗名(部分一致)または注文者ID(完全一致)を入力。

2. 検索ボタンをクリック。

3. 検索結果が表示されます。

4. 検索結果から受注を作成したい店舗選択します。

受注を見る・作る



販売するに

11. 受注を新規作成する（飲食店のみ）

注文者IDを利用する場合は店舗様から会員情報確認画

面に表示されている注文者IDをご確認ください。

（pcs+数字7桁の10字です）

スマートフォンPC

受注を見る・作る



販売するに

11. 受注を新規作成する（飲食店のみ）

追加商品の選択2

1. 商品の一覧が表示されますので、該

当商品を選択してください。

2. 選択すると注文情報登録画面に切り

替わります。

スマートフォンPC

受注を見る・作る



販売するに

11. 受注を新規作成する（飲食店のみ）

受注情報の編集、複数商品の追加3

1. 数量、販売単価、商品合計、送料、

クール便料を入力してください。

2. 複数商品を追加したい場合、商品追加

ボタンを押して商品を選択してくださ

い。

3. 注文内容の入力が完了したら確認ボタ

ンを押すと、注文内容の確認画面へ遷

移します。

スマートフォンPC

受注を見る・作る



販売するに

11. 受注を新規作成する（飲食店のみ）

内容の確認、作成完了4

1. 入力した注文内容を確認して問題なけ

れば、確定ボタンを押すと作成完了と

なり、受注詳細画面に遷移します。

2. また、生産者様及び受注を作成した店

舗様宛に受注及び注文メールが送信さ

れます。

スマートフォンPC

受注を見る・作る



販売するに物語を書く・産直物語

12.ブログの更新と編集方法

ブログ（産直物語）は新商品のPRやリアルな

生産現場の様子を飲食店にお知らせできます。



販売するに物語を書く・産直物語

12.ブログの更新と編集方法

過去に書いたブログを編集したい場合も、編集でき

ます。

生産者TOPページ、左記のアイコンより過去のブログ記事の閲覧・

編集が可能です。

★Point

商品をスマートフォンで登録する時（p.9）と同様、その場で撮った写真や動

画を投稿することが可能です！新しく掲載する商品などは、どんどんPRをお

願いいたします！



販売するに売上関連

13.売上金額の確認をする

売上関連では、月ごとの売上や内訳の確認が

できます



詳細を確認する

販売先の店舗や商品情報など、金額の内訳を確認す

ることが可能です。

販売するに売上関連

13.売上金額の確認をする
請求について

リーチストックで販売した外食販売向け商品は請求書を送っていただく必要

はございません。振込日は翌月の最終営業日となります。

※消費税や手数料は購入毎に計算したものを月で合計致します。

★注意

※2021年3月現在 一般向け販売は自動入金ができません。

請求書を月初2営業日目までにPDF等で下記宛先までメールをお願いします。

請求書送付先Mailアドレス：reachstock_seikyu@usen-next.jp

郵送先：

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

株式会社USEN REACH STOCK宛

mailto:reachstock_seikyu@usen-next.jp


よくある質問・お問い合わせ先

Q. 手数料に関して

本サービスは、初期登録費用と月額費用とも頂いておりませんが、販売代金の10~15%を手数料として頂戴いたします。

なお、販売代金には送料・クール便代は含みません。月末に手数料を差し引いた売上をUSENがお振込み致します。

家庭向け商品は送料を含む販売価格に手数料を引いた価格での入金になります。家庭向け販売は請求書が必要になります。

Q.飲食店と直接取引について
新規で受注があった店舗に対してリーチストックを介さない注文や支払いは規約違反となります。

必ず REACHS TOCK のサイト上でお願い致します。

Q.商品のキャンセルについて

基本的に注文後の商品キャンセルが出来ません。配送前に電話やメッセージなどで依頼が入った場合には

生産者側にてキャンセルが可能です。

★キャンセル方法・・・注文情報編集画面より、数量を0に設定していただくと、自動的にキャンセルとなります。

Q.送料について
飲食店向け商品は送料を自由に設定できます。

家庭向け商品は送料込みのみとなります。※家庭向け販売は北海道・沖縄は対象外となります



よくある質問・お問い合わせ先

お問合せ先

株式会社USEN 総合窓口 REACH STOCK課

Tel: 0120-117-440 ( 受付時間:9:00~17:00  平日 )

Mail: reachstock@usen-next.jp


