
生産者と直接つながれば
料理はもっと、美味しくなる
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1. 会社概要

株式会社ビビッドガーデン（英語表記︓vivid garden Inc.）会社名

242,001,000円（資本準備⾦を含む）資本⾦

社員8名、アルバイト2名、業務委託10名従業員数

東京都港区⽩⾦台2-16-8住所

https://vivid-garden.co.jp/HP

2016年11⽉29⽇設⽴⽇

代表取締役 秋元⾥奈役員

2020/5/1時点

https://vivid-garden.co.jp/
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こだわりが“正当に評価される”世界を作る！
30年前に1932万人いた農家は340万人まで減少しています。
農家の平均年齢は67歳で、なかなか農業従事者の減少は止まりません。
農業を魅力的な産業にするためには
まず「正当に評価される」仕組み作りが必要不可欠だと私たちは考えています。

事業ビジョン

「食べチョク」は、

✓ こだわった食材を作っている生産者が
✓ JAをはじめとする既存の流通では
こだわりが価格に反映されないという課題を

✓ 購入者に直接販売できるプラットフォームによって
解決するサービスです。

プロダクトコンセプト
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2. 私たちの思い
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３-1.⾷べチョクとは︖
⾷べチョクは審査を通過した⽣産者が、こだわって作った⾷品を“⽣産者直送”でお届け。
イメージは「WEB版のファーマーズマーケット」。

ファーマーズマーケット

の世界観をスマホで︕
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✓ 審査を通過した⽣産者は⾃由に商品を出品でき、消費者は好きな商品を選んで購⼊する。
✓ 注⽂が⼊ったら商品を梱包し、指定された住所へ直送する。
✓ コミュニケーションの機能があり、消費者から質問や購⼊後の感想をもらうことができる。

消費者 ⽣産者

発送依頼

⽣産者から直送

3

4

2
⽣産者と商品を
選び注⽂

5 感想・レビュー

商品掲載1
⾷べチョク
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３-2.⾷べチョクとは︖
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３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準
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⾷べチョク3つの約束

1. ⽣産者へ正当な利益を還元します
⼀次⽣産者に正当な利益が還元される状態を担保します。中間業者による不当な搾取、不
当な圧⼒は許容しません。

2. こだわりを持った⽣産者が評価される場所にします
掲載基準やルールを設けることでこだわりがある商品のみを集め、不当な安売りや値引き
合戦が起きない状態を保ちます。

3. ⽣産者が責任を持って販売をします
⽣産者⾃⾝が販売者としての責任をもち、お客様からの声を真摯に受け⽌めます。⽣産者
と消費者が信頼関係を築いていける場所にします。
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３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準

8

⾃然環境に配慮し、農薬や化学肥料の使⽤を節減または管理して栽培された商品のみを取
り扱います。
• 環境を過度に汚染しないように配慮して農業に取り組む⽣産者のみが登録できます。
• 農薬・化学肥料を使⽤している場合は、その使⽤量・使⽤回数・種類を事前に提⽰で
きる⽣産者のみが登録できます。

こだわりを持って⽣産に取り組む、プロの⽣産者のみが登録しています。
• 国内で⽣産されている商品のみが出品できます。
• ⾃⾝が責任をもって販売する⽣産者のみが登録できます。
• 趣味ではなく、事業としての⽣産を⾏っている⽣産者のみが登録できます。

全体

農作物
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３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準
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極⼒⾃然に近い形で飼育された商品のみを取り扱います。
• 家畜が起⽴､ 横臥､ 旋回､ ⽑づくろい､ ⽻ばたき等､ ⾃然の営みを⾃由に⾏うことがで
きる畜舎環境であることを確認します。

• 飼育管理を適切に⾏なっている⽣産者のみが登録できます。
• 成⻑促進剤や抗⽣物質を極⼒使⽤していない商品のみを取り扱います。
• 飼料に化学的なものを極⼒使⽤せず、配合内容を事前に提⽰できる⽣産者のみが登録
できます。

畜産物
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３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準
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持続可能な漁業を⾏う⽣産者の商品のみを取り扱います。
• 持続可能で環境に配慮した漁業を⾏なっている⽣産者のみが登録できます。
• ⽔揚げ後の薬剤処理を極⼒⾏なっていない⽣産者のみが登録できます。
• 飼料に化学的なものを極⼒使⽤せず、配合内容を事前に提⽰できる⽣産者のみが登録
できます。

⽔産物

基準を満たす原材料を、⾃社で栽培している⽣産者の商品のみを取り扱います。
• 主な原材料を⾃社で栽培している⽣産者のみが登録できます。
• 主な原材料が、⾷べチョク基準を満たしている商品のみ出品できます。
• 酒類販売業免許を取得している販売者のみが登録できます。

酒類
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３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準
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こだわりを持ってご⾃⾝で採取している商品のみを取り扱います。
• ⾃⾝で採取している養蜂家のみが登録できます。
• ⾮加熱の蜂蜜のみが出品できます。
• 近隣に果樹園などがない、養蜂に適した環境で⽣産する養蜂家のみが登録できます。

蜂蜜

基準を満たす衛⽣管理を⾏っている商品のみを取り扱います。
• 衛⽣管理について「野⽣⿃獣⾁の衛⽣管理に関する指針（ガイドライン）*」の内容を
満たしている⽣産者のみが登録できます。

• 狩猟の際に野⽣⿃獣に出来る限り苦痛を与えないこと
• ⾷⾁処理業の免許を保有しており、提出が可能であること
* https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000065509.pdf

ジビエ
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▼加⼯品販売時必須記載項⽬

・名称（加⼯⾷品の内容を表す⼀般的な名称）
・保存⽅法
・消費期限⼜は賞味期限
・原材料名/添加物
・内容量
・製造者名称（住所等なし） → 住所の記載が法律上必須ではない
・原材料に含む場合はアレルゲン
【義務】特定原材料 ７品⽬

えび、かに、⼩⻨、そば、卵、乳、落花⽣
【推奨】特定原材料に準ずるもの 20 品⽬

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、⽜⾁、
くるみ、ごま、 さけ、さば、⼤⾖、鶏⾁、バナナ、豚⾁、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラチン

• 主な原材料を⾃社で栽培している⽣産者のみが登録できます。

• 主な原材料が、⾷べチョク基準を満たしている商品のみ出品できます。
• 下記必須記載項⽬を、商品ページにご記載下さい。

３-3.⾷べチョクとは︖ ⾷べチョク基準

加⼯品



⽣産のこだわりを伝えて、個⼈や飲⾷店に直販したい!!
▶商品ページだけでなく⽣産者さんの紹介ページを作成します︕
弊社スタッフが⽣産のこだわりについて取材し、商品のページだけでなく
HPを代替できるような専⽤のページをご提供いたします。

販売先に困ったときに⼿軽に出品したい…
▶いつでも１箱分から出品が可能です。
登録後はいつでも簡単に出品が可能です。

直販したいが、代⾦回収などの⼿間がかかっている…
▶代⾏します︕
代⾦回収やお問い合わせ・クレーム対応などを代⾏します。
⽣産者様の⼿間を極⼒省けるようなサービスの提供を⼼がけています。

３-4.こんな⽣産者さんにオススメ



■初期登録費⽤︓完全無料
■⽉額費⽤ ︓完全無料
■販売⼿数料 ︓販売価格の20% ※販売価格はご⾃由に設定可能です。

収穫量が天候や季節に左右される⽣産者様の事情を考慮し、
固定費は⼀切いただいておりません。

販売⼿数料
（販売価格の20%︓400円）

⽣産者様へのお振込⾦額 ※振込⼿数料vivid garden負担
（販売価格の80%＋送料︓2,356円）

消費者の⽀払い総額 : 2,756円

（例）販売価格2,000円＋送料756円（元払）=2,756円/税込
▶400円が⼿数料、2,356円が⼊⾦⾦額となります

４-1.⾷べチョクのご利⽤について 【料⾦体系】
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ヤマト運輸の60サイズ送料価格に設定しています。送料は元払でご対応ください。

発送地
配達先

北海道 北東北 南東北 関東 信越 中部 北陸 関⻄ 中国 四国 九州 沖縄

北海道 ¥756 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,188 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,620 ¥1,728 ¥1,836 ¥1,944

北東北 ¥972 ¥756 ¥756 ¥864 ¥864 ¥972 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,620

南東北 ¥1,080 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥864 ¥972 ¥1,188 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,512

関東 ¥1,188 ¥864 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,296

信越 ¥1,188 ¥864 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,404

中部 ¥1,296 ¥972 ¥864 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥972 ¥1,296

北陸 ¥1,296 ¥972 ¥864 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥972 ¥1,404

関⻄ ¥1,512 ¥1,080 ¥972 ¥864 ¥864 ¥756 ¥756 ¥756 ¥756 ¥864 ¥864 ¥1,296

中国 ¥1,620 ¥1,188 ¥1,188 ¥972 ¥972 ¥864 ¥864 ¥756 ¥756 ¥864 ¥756 ¥1,296

四国 ¥1,728 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,080 ¥1,080 ¥972 ¥972 ¥864 ¥864 ¥756 ¥864 ¥1,296

九州 ¥1,836 ¥1,404 ¥1,404 ¥1,188 ¥1,188 ¥972 ¥972 ¥864 ¥756 ¥864 ¥756 ¥1,188

沖縄 ¥1,944 ¥1,620 ¥1,512 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,296 ¥1,188 ¥756

⾷べチョク送料は実費ではなく、上記の固定となります。
実際の送料と異なる場合の⾦額設定は次のページでご確認ください。

※他、メール便（全国⼀律送料360円）の設定も可能です。

４-2.⾷べチョクのご利⽤について ⾷べチョク設定送料



※差分には⼿数料がかかるので20％を上乗せします。
この場合の販売価格は3,000円＋36円÷0.8=3,045円となります。

購⼊者が⽀払う⾦額＝希望販売価格＋⾷べチョク設定送料が（⾃動で上乗せされます）

⾷べチョク設定送料と実際の送料に差がある場合は差分を販売価格に上乗せしてください。

（例）希望販売価格︓3,000円の場合

▼⽣産者契約送料より⾷べチョク送料が低い場合
例︓京都（⽣産者）- 東京（購⼊者）

⽣産者

⾷べチョク設定送料︓864円
⾷べチョク

差分
36円

⽣産者契約送料（送料の実費）︓900円

希望販売価格 差額＋⼿数料

４-3送料の差分について【設定送料が実際の送料より安い場合】



⽉末締め、翌⽉末に指定の銀⾏⼝座へお⽀払いします。
振込⼿数料は弊社が負担いたします。

※お振込⾦額が4,500円以下の場合は翌⽉以降への繰り越しをお願いする場合があります。
※振込⾦額は「販売価格ー⼿数料（20%）＋⾷べチョク設定送料」となります。

4月 5月

支払いサイト 4/1～4/30  
売上: 9,000円

締 払

振込⾦額: 7,200円※

４-4⽀払いサイトについて



No ⽣産者 運営 備考

1 販売数、出荷⽇、
販売内容のご連絡 管理画⾯よりご⾃由に設定いただけます

2 受注・出荷依頼 注⽂が⼊ると
出荷依頼の通知メールが届きます。

3 出荷対応 お客様指定の住所へ
出荷の準備・ご対応をお願いいたします。

4 出荷→ご連絡 配送対応が完了したら、
管理画⾯より規定の処理を⾏います。

5 お⽀払 当⽉末締め、翌⽉末払いで
販売料⾦をお⽀払させていただきます。

発注依頼はメールでご連絡させていただきます。
配送対応は⽣産者様にて⾏っていただきますようお願い致します。

４-5販売フロー



⾷べチョクで繋がったお客様との

直接取引は禁⽌させていただいております。

（同封するリーフレットなどに他サイトのリンクや
直接買った場合の価格を記⼊しないでください。）

⽣産者様の出荷事情を考慮し、
固定費を取らないギリギリの料⾦体系を設定しております。

直接取引を狙った売買が増えると、料⾦体系の変更を余儀な
くされてしまうため、ご理解いただけますと幸いです。

10

お願い事項



■ どんなものが出品できるの︖

⾷べチョク独⾃の出品基準をクリアした商品のみが出品いただけます。(P7-9)

■ 誰でも使えるの︖

出品基準を満たしている⽣産者ご⾃⾝であればご利⽤いただけます。(P7-9)

■ サービスの利⽤料はあるの︖

販売⼿数料20%のみいただいております。初期費⽤や固定の⽉額費⽤はありません。(P11)

11

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

Mail: farmer@vivid-garden.co.jp

まとめ

http://vivid-garden.co.jp
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Q.設定の送料と実際の送料が違うのですが
A.⾷べチョク送料は実費ではなく、固定となります。（詳細P12）

実際の送料と異なる場合は商品代に上乗せしてください。（詳細P13）
※通常の宅急便送料のほかメール便360円の設定も可能です。

Q.お客様から2点以上の商品を同梱してほしいと要望がありました
A.現在複数購⼊機能がございませんので、新たに複数点を合計した商品ページを作成いただき、

商品名を「〇〇様専⽤」と記載の上ご対応ください。

Q,お客様に直接連絡したい
A.直接ご連絡いただけるのは①投稿への返信②注⽂確定時・発送完了時のメッセージのみとなり

それ以外のご連絡は運営事務局で対応します。farmer@vivid-garden.co.jpまでご連絡ください。

Q.特定の期間で販売したい
A.商品ページ作成の「販売期間について」欄で「販売期間を設定する」にチェックを⼊れて

販売開始⽇・販売終了⽇を設定してください。設定期間のお届けのみ購⼊が可能となります。
販売開始⽇・販売終了⽇それぞれ⽚⽅だけの設定も可能です。

Q.物流はどうすればいいですか︖
A.現在⾷べチョクでできるのはマッチングまでです。物流に関しては各運送会社様とご相談ください。

Q,お客様から直接返⾦の要望があった
A.運営事務局で対応します。farmer@vivid-garden.co.jpまでご連絡ください。

返⾦内容等のお約束はしないようお願いします。

よくある質問
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2018年2⽉に4000万円の資⾦調達
・NOW
・⾚坂優（エウレカ創業者 ）
・⽯森博光（アドイノベーション代表）
・塩⽥元規（アカツキ代表）
他

2019年10⽉に2億円の資⾦調達
・マネックスベンチャーズ株式会社
・株式会社神明ホールディングス
・株式会社iSGSインベストメントワークス
・株式会社VOYAGE VENTURES
・株式会社ディー・エヌ・エー
・松本⿓祐 (株式会社カンカク代表)
・為末⼤ (元陸上選⼿)
・野崎良博 (株式会社ビーブリッジ代表)
他

IT業界の著名個⼈投資家やベンチャーキャピタル、神明HD、為末⼤⽒などが株主として参画。
総額2億4000万円の資⾦調達を⾏なっている。

株主と資⾦調達情報



Forbes JAPAN「世界を変える30歳以下の30⼈」に選抜

メディア出演・掲載（⼀部抜粋）



こだわりが正当に評価される世界へ


