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ごあいさつ

この度は、農家.comをご利用いただき誠に有難うございます。

本マニュアルは、農家.comの操作手順を解説しております。
農家.comの機能をお使いになる前に、必ずお読みください。

本マニュアルにおいて不明な点がございましたら
お気軽に下記サポートデスクまでお問い合わせください。

サポートデスク（E-Mailアドレス）
sanchoku@kei-it.com

株式会社　慶コンサルティング

mailto:sanchoku@kei-it.com
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１．操作の流れ

農家.comの主な機能と操作の流れは以下のようになっています。

農家.com管理者用Webサイト

生産者の公開情報や
非公開情報を管理する画面です。
ログイン時のパスワード変更も
ここから行います。

ログインする 生産者情報の管理

農家.comの
管理者用Webサイトに接続 農家.com上で掲載する商品の登録や

既に掲載している商品を管理する画面です。

商品情報の管理

掲載予定の商品の告知や
商品の宣伝になる記事の作成及び
管理を行う画面です。

ログアウトする 記事の管理

・送料グループの管理 

・商品の管理 

・商品グループの管理 

・生産者情報の管理 

・パスワード管理 

・受注管理 

・ブログの管理 

・観光情報の管理 

・調理情報の管理 

・etc…… 

........            .....□ 

................ 



農家.comの操作はすべてコンピュータ上で行います。
お手持ちのコンピュータから農家.comWEBサイトへログインを行い
管理者（生産者）専用のページへアクセスし、生産者情報や商品情報などの
各種設定や商品の登録、受注管理をすることができます。

主な機能は３つに分類することができます。

１．生産者管理
生産者様の基本的な情報と、受注管理を行う機能です。
生産者様の基本的な情報はインターネットを通じて
不特定多数の閲覧者が見ることができます。
受注管理は生産者様のみが閲覧・管理できる項目で
農家.com上で販売している商品のお取引情報を管理します。

２．商品管理
生産者様が農家.com上で販売する商品を登録、管理する機能です。
商品情報は不特定多数の閲覧者が見ることができ
掲載されている商品に対して生産者様と売買契約を行うものです。

３．記事管理
栽培情報や商品の宣伝、調理情報や観光情報といった
生産者様のお取扱い商品や産地情報などの記事を作成・管理し
不特定多数の閲覧者に公開することができる機能です。
商品の宣伝や、生産者様の自己PRなどにご利用いただけます。

※記事は原則として、農家.com及び生産者様のお取扱い商品と
　関連性のあるものを掲載していただきますようお願い申し上げます。
　ご不明な点はサポートデスクまでお問い合わせ下さい。



１．ログインする

農家.comの機能をお使いいただくには、ログインが必要です。

①利用者ID ②パスワード
生産者のID入力欄です。 生産者のパスワード入力欄です。

① 

② 



１．①利用者IDと 

      ②パスワードを入力する。 

２．ログインボタンを押す。 

① 

② 



１．ログインが成功すると 

 メニュー画面が表示される。 



２．送料パターンを設定する

送料を設定するための送料パターン表を作成します。
送料パターンはいくつでも作成できますので
商品の性質や重量などの違いにより送料を細かく設定する必要がある場合には
その分だけ送料パターンを設定していただくことができます。

メニューの[送料パターン]を押下する 



[登録]ボタンを押下する 



① 

③ 
② 

１．①送料パターン名称、

②梱包単位、③梱包上

限超え扱いを入力する。 

2.[登録確認]を押下する 



１．登録内容を確認する 

2．登録内容が正しい場合 

[登録]ボタンを押下する。 



確認ボタンを押下します 



先ほど登録した[送料パターン] 

が表示されます。 

送料明細の登録はこちらから！ 



３．送料明細を設定する

作成した送料パターン情報に、実際に商品発送にかかる送料を設定します。
都道府県別・地方別に設定が可能です。
運輸業者様の輸送料金表等をもとに設定を行ってください。
送料無料の設定を行うには、送料無料の送料パターン情報を作成した後、送料明細の設定で金額を0円にすることで実現可能です。

① 
メニューの[送料パターン]を押下する 



[明細]ボタンを押下する 



[登録]ボタンを押下する 



梱包上限数量を設

定します。 

全国均一

の送料の

場合こちら

に入力しま

す。 

地域別送

料の場合エ

リアごとに

送料を入力

します。 



入力したら[反映] 

ボタンを押下します 



送料が反映され

ました。 



                           1.梱包上限数と 

送料を確認する 

2.[登録確認]ボタンを 

押下する 



                           
1.梱包上限数

と送料を確認

2.[登録]ボタンを押下する 



[確認]ボタンを押下します 



登録内容が表示されます 



４．商品登録をする

販売する商品を登録します。ここで登録した商品は、即時に農家.comウェブサイト上で販売開始されます。
不特定多数の閲覧者が参照する情報となりますので、間違いのないようご確認し、十分注意して作業を行ってください。

商品情報を押下する 



[登録]ボタンを押下する 



赤線で囲われた必

須項目を入力する 



1.赤線で囲われた 

必須項目を確認 

2.[登録確認]を押下する 



1.梱包上限数

と送料を確認

する 

赤線で囲われた必

須項目を確認する 



1.梱包上限数

と送料を確認

する 2.[確認]ボタンを押下する 



登録内容が表示されます 



５．関連商品グループを登録する

関連商品グループとは、販売したい商品で複数の品種や同一商品で入数のみが違うものを複数登録した場合などに
それらの商品をグループとして纏めることで個々の商品管理の管理を容易にし、
また、管理漏れを防ぐことができるサポート機能です。

関連商品グループを押下する 



[登録]ボタンを押下する 



関連商品の追加を

押下する 



グループに入れたい商品を選び 

決定ボタンを押す 



選択した商品が追

加されます。 



2.追加された商品を確認し 

[登録確認]ボタンを押下する 
 

1.[関連グループ名称] 

を入力する。 



1.追加した商品を確認する。 

2.[登録]ボタンを押下する 



1.梱包上限数

と送料を確認

する 

2.[登録]ボタンを押下する 



1.梱包上限数

と送料を確認

する 2.[確認]ボタンを押下する 



1.登録した[関連商品グループ]が 

表示されることを確認する 
 



６．注文確認する

注文情報で、現在の受注状態や受注している注文情報のステータスの確認をすることができます。
注文されたお客様からの入金状態を確認し、商品の発送を行ったり
発送が完了した注文情報に対して発送確認メールを送信する場合には、この画面から操作をします。
注文情報に変化があった場合は、通知のメールが送信されますが
注文に迅速な対応をするためにも、こまめに注文情報のチェックをしていただく事をお勧めします。

注文情報を押下する 



＜状態＞◆ 商品発送待 ◆ 商品発送済 ◆ キャンセル
お客様からの入金が済んでいるか 商品の発送が済んだ注文情報です。 受注後、キャンセルとなった
決済手段がクレジット決済や 注文情報です。
代引き注文などのため
商品の発送が可能な状態です。

検索条件入力欄 
 

注文情報の絞り込みするこ

とが出来ます。 

現在の注文数と 

注文ステータスの一覧 

① 

② 

注文情報リスト 
 

初期画面では 

現在受注している注文情報が 

全件表示されます。 

③ 



表示させたい 

注文ステータスまたは 

その下の数値をクリック 



ｃ 

ｃ 

選択した注文ステータスが 

強調される 
選択した注文ステータスの 

注文情報リストが表示される。 



ｃ 

入金状態 
 

お客様から農家.comへの入金が済んで 

いるかを表しています。 

支払状態 
 

農家.comから農家様へのお支払が 

済んでいるかを表しています。 



７．発送確認メールを送信する

発送確認メールは、農家様からお客様に商品を発送した直後に送信するメールです。
発送確認メールを送信することで、お客様に商品を発送したことを通知出来ます。
商品の発送が完了した注文には、必ず発送確認メールを送信して下さい。

注文情報リストの「メール送信」の項目にある 

送信・履歴 リンクをクリック 



新規メール作成・送信　ボタンを押下します。

メールを一度も送信していない 

注文情報のデータは、 

「対象のデータがありません」と表示される 



メールの編集画面が表示されますので
メール種別　の項目で「発送確認」を選択し、決定ボタンを押下します。



メールの本文が自動で作成されます。



自動作成されたメール本文には、発送商品の伝票番号が記載されていません。
手書きで伝票番号を直接入力する必要があります。

※伝票番号は、お客様が運輸業者様による商品の配送状態を確認するために必要な番号です。必ず入力してください。

【伝票番号記載の文章  一例】 
 
 

本日、○○運輸にて商品を発送致しました。 
 

ご到着は、明日○月○日 △△時～××時となります。 

伝票番号は、xxxx-xxxx-xxxxです。 
 

◆伝票番号はについて 

伝票番号は運輸業者様によって違います。 

お分かりにならない場合はお取引中の運輸業者様に 

お問い合わせください。 
 



メール本文を確認し、間違いが無ければ　送信確認ボタンを押下します。



送信確認画面が表示されます。送信を行う前に、今一度メールの内容が正しいか確認してください。
送信　ボタンを押下するとメールを送信します。



1.梱包上限数

と送料を確認

する 



メールの送信が完了すると、以下の画面が表示されます。
確認　ボタンを押下するとメール送信・履歴画面に戻ります。



メール送信・履歴画面に戻ると、
発送したばかりのメールが履歴として表示されます。



８．記事を確認する

記事には6つの分類があり、記事の内容ごとにジャンル分けして管理できるようになっています。
メニュー画面の記事管理の分類にある6つの項目のいずれかをクリックすることで
その分類に登録された記事を確認することができます。

確認したい分類をクリックする 



選択した分類に所属する記事

の一覧が表示される。 

記事の編集・削除を行いたい場合 

はここをクリックする。 



９．記事を作成する

記事の新規作成は記事一覧画面にある登録ボタンを押すことで行えます。
新規記事の作成を行う前に、これから作成する記事のジャンルと作成先のジャンルが正しいかを
確認してください。

登録ボタンを押下する 



① 

② 

①記事のタイトルです。 

②記事の本文です。 

 HTMLタグを用いて文字の強調など 

 レイアウトを変更することもできます。 



③ 

④ ⑤ 

③画像アップロードボタンです。 

本文に画像を挿入して 

表示させることが出来ます。 

④登録ボタンです。 

編集した記事を登録するボタンです。 

⑤一覧へ戻るボタンです。 

編集内容を破棄して 

記事一覧ページへ戻るボタンです 


