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【入札保証金の振込みに当たっての注意事項】 

・上記の入札保証金の振込先は、大豆入札取引の買い手登録・更新時に協会にお

支払いいただく手数料（1 万円）の振込先口座（三菱 UFJ 銀行、54 ページ参照）

とは異なりますので、お間違いのないようお願いします。 
・全農の品代金振込先口座（70 ページ参照）も農林中央金庫なので、この口座と

混同しないようご注意ください。 

銀 行 名：農林中央金庫（銀行コード：3000） 
支 店 名：本店（「ホンテン」支店コード：958） 
預金種類：普通 
口座番号：4074352 
口座名義：カナ ザイ）ニホントクサンノウサンブツキヨウカイ 

漢字 公益財団法人日本特産農産物協会 
振込依頼人名義：入札に係る会社名等をカタカナ書きで記入（入札保証金返還用

振込口座の口座名義と同一の名義とする）。 



目   次 
 

（公財）日本特産農産物協会資料            1 
第１章 大豆の収穫後入札取引の手順                        3 
Ⅰ 入札取引の意義                                                       3 
 １ 大豆の国内需給の概況                         3 

  ２ 入札取引の必要性                           3 
  ３ 収穫後入札取引の基本的な仕組み                    4 
Ⅱ 収穫後入札取引の具体的実施手順                                         8 
１ 入札実施日程の通知・公表                        8 
２ 買い手登録者への上場内容の連絡                                       8 
（１）電子メール添付ファイルによる上場情報資料の配付            8 
（２）上場情報資料の協会ホームページへの掲載                8 
（３）ファックスによる上場情報資料ホームページ掲載通知           8 
（４）ファックスによる上場情報資料の直接送信                9 

（詳細説明）電子メール添付ファイルによる上場情報資料の配付         10 
   （詳細説明）入札票及び入札ロット明細書の様式                        11 

（詳細説明）ファックスによる上場情報資料ホームページ掲載通知       13 
（詳細説明）大豆入札取引登録者ページへのアクセス手順                14 

３ 入札保証金の振込（協会への預託）                                    18 
（１）入札保証金の必要額                          18 
（２）入札保証金の入金のタイミング                     18 
（３）入札保証金の振込先                                                18 
（４）１社が複数事業所で買い手登録している場合の入札保証金の取扱い     19 
（５）契約不履行等の場合の入札保証金の取扱い                            19 
（６）入札保証金の返還又は次年産への充当                19 
（７）入札手数料の徴収                         20 
４ ファックスによる入札申込みの具体的方法                             20 
（１）入札票への必要事項の記入                       20 
（２）入札票のファックス送信                      22 
     （詳細説明）入札金額チェックシートの使い方               24 
５ ウェブ入札システムによる入札申込みの具体的方法                   26 
（１）ウェブ入札システムとは                                            26 
（２）システム利用時に必要なもの                                   26 
（詳細説明）Windows 10 で IE11 を利用する方法             27 

（３）システム利用手順の概要                                            28 
（４）ウェブ入札の利用に関する申請の方法                              35 
６ 落札処理                                                            36 
（１）落札者・落札価格の決定                                            36 
（２）落札結果の通知                                                    36 
 



７ 売買契約締結、代金決済、受渡し等                                    37 
（１）売買契約の締結                                                    37 
（２）代金決済及び受渡し                                         37 
（３）受渡しの遅延、契約不履行等があった場合の措置                      37 
（４）事務手続きの詳細                                                  37 
８ 落札結果に関する情報提供                                            38 

第２章 国産大豆の規格                                                     39 
１ 検査規格                                                           39 
２ 検査の実施                                                          40 
３ 大豆の検査結果                                                      41 
４ 大豆の規格及び検査に関する解説                                      41 

第３章 国産大豆の銘柄                                                      42 
１ 産地品種銘柄とは                                                    42 
２ 粒の大きさの種類                          43 
別表１ 大豆の粒の大きさの区分とその判定基準              45 
３ 産地品種銘柄                            45 
４ 品種群として設定された産地品種銘柄                                  46 
別表２ 令和元年産大豆の産地品種銘柄一覧表                 48 

第４章 大豆入札販売計画                                                    49 
第５章 大豆収穫後入札取引登録状況及び登録手続き                   50 

１ 令和元年産大豆収穫後入札取引登録状況                                50 
２ 大豆収穫後入札取引買い手登録の手続き                                53 

第６章 大豆入札取引に係る委員会                                            57 
１ 大豆入札取引委員会               57 
２ 取引監視委員会                           57 

第７章 協会ホームページ案内            58 
（参考）「大豆入札取引登録者ページ」用パスワードの変更方法             60 

 
(株)アグリネットサービス資料                                          61 
株式会社アグリネットサービス 会社概要（ご案内）         63 
「国産大豆」の契約締結・受渡し等について（ご案内）         64 
別紙① 売買契約書                66 

 別紙② 大豆荷渡指図書            68 
 別紙③ 大豆送金案内兼荷渡指図書（Ｄ/Ｏ）発行依頼書        69 
 別紙④ 国産大豆の品代金お振込先口座について（ご案内）        70 
 別紙⑤ 受渡期限到来のご案内           71 

 
全国主食集荷協同組合連合会（全集連）資料                             73 
国産大豆のお取引に関するご案内           75 
別紙① 売買契約書                77 
別紙② 国産大豆の品代金お振込先口座について（ご案内）       78 
別紙③ 荷渡指図書                79 



- 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（公財）日本特産農産物協会資料 



- 



 - 3 - 

第１章 大豆の収穫後入札取引の手順 
 

Ⅰ 入札取引の意義 

１ 大豆の国内需給の概況 

大豆は、米、麦類とともに日本人の食生活に欠かせない重要な食料資源です。近年

の国内需要量は年間300～360万トン、国内生産量は20～25万トンで、自給率は7％
程度で推移しています。 
大豆の国内需要の約7割は油糧（大豆油）用で、その原料はほぼ全量がアメリカ、

カナダ等からの輸入で賄われています。なお、搾油後の残差（大豆ミール）は、主に

家畜の飼料として利用されてます。一方、国内需要の約3割（90～100万トン）は、

豆腐・油揚げ、納豆、煮豆・総菜、味噌、醤油、豆乳、きな粉、豆菓子等の食品用で

す。国産大豆は食味を始めとする品質の良さや国産原料に対する安心感から、ほぼ全

量が食品用に仕向けられており、食品用に限った場合の自給率は25％前後となります。 
 

２ 入札取引の必要性 

国産大豆の大部分は、様々な加工食品に加工されて消費者に供給されていることか

ら、実需者の多様なニーズに即して良質大豆の安定的供給を図るためには、需給状況

のほか品質等に関する評価を的確に反映した価格で売買されることが重要です。この

ような観点から、需給や品質に応じて適正に価格を形成する仕組みとして、全国集荷・

販売団体が農家から委託を受けて販売する大豆の一部は、入札取引に供されています。 
入札取引は、平成11年産以前は、売り手である全国集荷・販売団体が自ら行って

いましたが、平成12年産以降、価格形成の安定性、透明性を確保するため、売り手・

買い手から独立した公正な第三者機関という立場から、当協会が国産大豆の入札取引

の場を開設・運営することとなり、現在に至っています。 
大豆の取引方法には、入札取引のほか、契約栽培取引及び相対取引があります。こ

のうち、契約栽培取引は、播種前に売り手と買い手との間で売買数量その他の条件に

ついて契約を結んで売買する方法です。また、相対取引は、入札取引及び契約栽培取

引以外の取引で、当事者同士が売買条件を相談して決定し、売買する方法です。入札

取引において形成された価格は、契約栽培取引や相対取引による売買において、価格

を決定する際の参考となる指標価格として利用されています。 
なお、入札取引は、従来、当年産（「年産」の意味については下記の注を参照）の

新穀が出回り始める11月以降に行われていましたが、農林水産省により平成27年11
月から28年2月の間に開催された「国産大豆の安定取引に関する懇談会」において、

従来の入札取引に加え、大豆の播種前（4月）に実施する入札取引を導入すべきとの

提言がなされたことを受け、平成29年産大豆から収穫後と播種前の2種類の入札取

引が行われています。 
以下、従来から行われている収穫後入札取引の概要を紹介します。 
 

注：大豆の穀物年度は10月から翌年9月までで、始まる月の属する年をもって〇年度産大豆と表します（終了月の属

する年をもって表す米穀年度とは異なる）。一方、入札取引の実施期間は、大豆の入札取引に関する業務規程において

11月から翌年10月までと規定されており、この期間に取引される〇年度産大豆を「〇年産大豆」と称しています。 
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３ 収穫後入札取引の基本的な仕組み 

（１）入札参加者 

収穫後入札取引における売り手は大豆の生産者団体又は集荷業者団体、買い手は大

豆販売業者若しくは大豆加工品製造業者又はこれらが組織する法人で、いずれについ

ても年産ごとに取引開始前に協会に申請して登録する必要があります。なお、年産の

途中で登録申請することはできません。 
 
（２）取引対象大豆 

収穫後入札取引の対象となる大豆は、農産物検査法に基づく農産物検査において普

通大豆1～3等又は特定加工用大豆合格の品位に適合する国産大豆で、入札に上場さ

れるまで売買されたことがないものです。 
 

（３）上場銘柄及び上場数量 

収穫後入札取引の上場銘柄は、売り手ごとに当該年産の集荷・販売見込み数量が500
トン以上の産地品種銘柄等（粒の大きさ等から農産物検査で産地品種銘柄に認証され

ない大豆を含む）です。なお、売り手の判断により、集荷・販売見込み数量が500ト

ン未満の産地品種銘柄等が任意上場されることもあります。 
年産の上場数量目標は、上場産地品種銘柄等ごとに、当該年産の集荷・販売見込み

数量の3分の1以上から同年産の播種前入札取引の上場数量（春先時点の生産見込数

量が1,700トン以上の各産地品種銘柄の10分の1以上）の実績を差し引いた数量で

す。 
上場産地品種銘柄等別の年産上場数量目標については、毎年、当該年産入札取引の

開始前（11月中下旬）に、各売り手が作成した集荷・販売計画をもとに協会が入札販

売計画を作成し、買い手登録者に通知するとともにホーページ上で公表します。 
 

（４）取引対象期間及び実施頻度 

収穫後入札取引は大豆の年産ごとに行われ、取引対象期間は当該年産の取引が開始

される11月から終了する翌年10月までと規定されていますが、令和元年産に関して

は、収穫・入庫や需給の状況を総合的に勘案し、前年産と同様、12月から取引を開始

する予定です。一方、入札取引の終了時期は、当該年産の取引状況等を踏まえて決定

され、最近年の例では7月に終了しています。 
入札の実施頻度は、原則として取引期間中毎月1回以上と規定されており、最近年

の例では、ほぼ毎月1回のペースで、年産全体では8回程度実施しています。 
 

（５）入札取引実施手順の概略 

①開催日程通知 
協会は入札実施月の前月の20日までに次月の入札取引開催日程を決定し、登録

者に通知するとともに、協会ホームページに掲載して公表します。 
 

②上場情報資料の配付 
協会は売り手からの上場申し出に基づき、入札ロット明細書及び入札票を作成し、

入札日の2日前までに買い手に配付します。 
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なお、上場は1ロットを9.6トン（160俵（1俵：60kg））以上とするロット（実

際には9.9トン（165俵）の場合が多い）単位で行われ、入札ロット明細書にはロ

ットごとに番号、産地、品種、粒の大きさ、検査等級、数量、受渡倉庫、集荷業者、

荷姿等の情報が付されています。 
 

③入札保証金の預託 
   買い手は、入札申込みに先立ち、協会に当該入札回の入札申込み予定総額の10

分の1相当額以上の入札保証金を預託しておく必要があります。前年産で返還せず

当年産用に充当された預託額はシステムに登録されていますが、新規預託、前年産

で返還を受けた者の再預託又は預託額の積増しのために入札保証金の振込みを行っ

た場合、その額の確認は、入札取引の実施回ごとに、実施日前日の15:00過ぎに行

いますので、振込み手続きはこれに間に合うように行っていただく必要があります。 
 

④入札申込み 

買い手は、入札実施日当日の受付時間内に、インターネットを用いて協会のウェ

ブ入札サイトにアクセスし、購入希望ロットに入札価格（60kg当たり単価）を入

力して協会に当該データを送信するか、又は予め配付した入札ロット明細書から購

入希望ロットを選んだうえ、入札票に当該ロットに対する入札価格（60kg当たり

単価）を記入して協会にファックス送信します。なお、入札申込み総額が入札保証

金の10倍を超えた場合は、当該入札申込みは全て無効となります。 
 

⑤落札処理及び入札結果に関する通知 

協会は各買い手からの入札申込み内容を取りまとめて落札処理を行い、取引監視

委員会の審議を経たうえ、上場ロット別に落札者及び落札価格を決定し、入札実施

日の翌日に、売り手及び買い手（入札者）に入札結果（不落、無効を含む）を通知

します。 
 

⑥売買契約締結、代金決済及び受渡し 
落札のある買い手に対しては、売り手（全農の場合は決済業務代理人である（株）

アグリネットサービス）から売買契約締結の連絡がありますので、速やかに売買契

約を締結してください。契約締結後、買い手は契約書記載の受渡期限までに代金決

済を行うとともに、売り手が発行した荷渡指図書を持って受渡倉庫に出向き、荷渡

指図書との引き換えで落札大豆を引き取ります。受渡期限は、現在のところ、落札

後60日以内（売買契約書で具体的年月日を明示）としています。これら手続きの

詳細については、（株）アグリネットサービス資料（61ページ）又は全国主食集荷

協同組合連合会資料（73ページ）をご覧ください）。 
なお、買い手が、正当な理由なく、売買契約を締結しないか又は受渡期限までに

代金決済を行わなかった場合は、落札大豆の代金の10分の1相当額は売り手及び

協会に帰属することとなり、預託された入札保証金から充当されます。また、当該

買い手に対しては、入札への参加制限が課せられることがあります。 
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⑦入札実施結果の公表及び売り手への取引指標価格の提供 
協会は入札実施期間中、毎月、普通大豆・特定加工用大豆別に産地品種銘柄・粒

の大きさごとの落札数量及び平均落札価格（落札金額合計を落札数量合計で除した

加重平均値）を算定し、月末に公表します。 
また、毎月の落札結果から産地品種銘柄・粒の大きさ・検査等級の区分別に取引

指標価格を算定し、毎月末に売り手に提供します。この際、当該月に取引がなかっ

た区分の取引指標価格は、取引のあった直近月の落札結果が援用されます。なお、

売り手は、入札取引以外の取引（契約栽培取引、相対取引）の売買価格設定に際し、

取引指標価格を参考価格として活用することとなっています。 
 
⑧売り手・買い手の負担（大豆入札取引運営拠出金及び入札手数料） 
入札取引及び取引指標価格を参考として売買価格を決定した入札取引以外の取引

（契約栽培取引及び相対取引）を行った売り手及び買い手は、それぞれ1俵（60kg）
当たり1円（消費税込み）を大豆入札取引運営拠出金として協会に拠出することと

なっています。なお、買い手負担分は売り手が代金に上乗せして徴収し、売り手負

担分と合わせて協会に納付することとなっています。 
また、協会の大豆入札システムの改良・維持に必要な経費を確保するため、平成

30年産から令和4年産大豆の入札取引においては、売り手及び買い手に入札手数料

を負担していただくこととなっています。買い手の入札手数料は、入札実績のある

買い手ごとに年産を通じた入札ロット数（落札ロット数ではないことに留意）に330
円（消費税込み）を乗じて算定した額で、下記⑨の入札保証金の返還又は次年産へ

の充当時に、預託額から差し引くことにより徴収させていただきます。一方、売り

手の入札手数料は、年間総額300万円を売り手ごとに上場シェアに応じて按分した

額としています。 
 

⑨入札保証金の返還又は次年産への充当 
協会は、買い手から預託された入札保証金を、原則として当該年産の入札取引が

完了した後、買い手ごとに全ての落札大豆の受渡しが行われていることを確認した

うえ、買い手の希望に応じて全額を返還するか又は次年産取引に充当するため引き

続きお預かりします。なお、返還額又は次年産充当額は、上記⑧の入札手数料を差

し引いた額となります。 
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項目・日程 売り手 協会 買い手

【売り手・買い手登録】

登録申請受付：8～9月
登録者名公表：10月

売り手登録申請
登録申請→
←登録通知

審査・登録及び
登録者名公表

←登録申請
登録通知→

買い手登録申請

【収穫後入札販売計画】

当該年産の入札開始前
（11月中旬）

収穫後入札販売
計画作成・提出

提出→
収穫後入札販売計画

取りまとめ・通知
計画通知→ 通知受領

【入札予定公表】

入札実施期間中、毎月、前月
の20日まで

翌月の入札日・上場予
定数量公表（HP掲載）

【上場申し出】

各回入札日の4日前まで 上場申出書
作成・提出

提出→
入札ロット明細書
及び入札票を作成

【上場情報資料配信】

各回入札日の2日前まで
(通常、前週の金曜日）

上場情報資料配信
（メール、HP又はFAX）

上場情報資料
配信→

上場情報資料受信

【入札保証金預託】

必要に応じ随時 入札保証金
受領・預り証発行

←保証金振込
預り証送付→

入札保証金預託

【入札保証金額登録】 ｜
入札日前日（通常、火曜日）
の15時以降

入札システムに
入札保証金額を登録

（入札総額は入札保
証金の10倍以内）

【入札申込み及び受付】

入札日当日（通常、水曜日の
午前10～12時）

入札申込み受付
←入札申込み

内容送信
入札票FAX送信
又はWEB入札

【入札申込内容入力】

入札日当日の午後 入札申込み内容を
入札システムに入力

【落札処理】

同上 落札処理により落札
者・落札価格を決定

【取引監視】

同上 取引監視委員による
落札処理結果の審議

【落札処理結果確定】

同上 落札者・落札価格、
無効札を確定

【入札結果通知】

入札日の翌日
入札結果受信

←入札結果
　　FAX送信

入札結果（落札、不落札
又は無効）FAX送信

入札結果
　　FAX送信→

入札結果受信

【売買契約締結】

入札結果通知受領後、速や
かに締結

売買契約書
作成・送付

売買契約書
押印・返送

【代金決済】

入札日から60日以内
―

品代受領、
荷渡指図書発行 　荷渡指図書発行・送付→

←品代振込、荷渡指図書発行依頼　 品代支払い（運営
拠出金分を含む）

【受渡し】

同上
落札大豆引渡し

　荷渡指図書との引換えで引渡し→

←荷渡指図書を携行して受渡倉庫へ　
落札大豆引取り

【入札実施結果公表】

取引実施期間中、毎月の月
末

－
非入札取引の参
考価格として活用

←取引指標
　価格提供

落札結果公表（HP掲載）
取引指標価格提供

【入札保証金取扱確認】

当該年産入札及び受渡し完
了後（通常、8月以降、順次）

預託者に対する保証金
の扱いに係る確認書

確認書送付→
←確認書返送

返還又は次年産
への充当を選択

【入札保証金返還・充当】
確認書を受領後、預託額から入札手数
料を差し引いて買い手に返還・充当

希望に応じて保証金
返還又は預り証発行

返還又は
預り証送付→

保証金受領
又は預り証受領

【入札手数料の徴収】
入札者からは入札数量に応じて札保証
金返還・充当額から差し引いて徴収、売
り手からは上場数量に応じ徴収

入札手数料支払い
（播種前分を含む）

入札手数料徴収 入札手数料支払い

【運営拠出金の拠出】
運営拠出金は4月末、7月末、11月末の
3期ごとに納付 →

運営拠出金
徴収・拠出

運営拠出金
支払い→

運営拠出金受領

↓

請求書送付→
←支払い
領収書送付→

←保証金返還・充
当時に差引で徴収
請求書兼領収書を
送付→

↓

大豆の収穫後入札取引の実施手順（流れ図）　

↓

↓

↓

↓

↓
WEB入札の場合：

受付メール返信→

↓

↓

↓

↓

↓

　売買契約書送付（落札者のみ）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　←売買契約書返送

↓

（入札取引の買い手から
運営拠出金徴収） ↓

（入札取引以外の買い手
から運営拠出金徴収）
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Ⅱ 収穫後入札取引の具体的実施手順 

１ 入札実施日程の通知・公表 

協会は、各月の入札取引の開催日及び上場予定数量を、入札取引実施月の前月の

20日までに各買い手登録者にファックスで通知するとともに、協会ホームページに

掲載して公表します。なお、入札取引の実施日は、原則として水曜日です。 
 

２ 買い手登録者への上場内容の連絡 

入札回ごとに実施日の前の週の金曜日までに、売り手である全農及び全集連から

当協会に対し具体的上場内容に係る電子データが提出されるので、協会はこれに基

づいて入札票及び入札ロット明細書を作成し、これらを入札実施日の週の月曜日ま

でに（通常は入札実施日の前の週の金曜日に）次に示す方法で買い手に配付します。 
 

（１）電子メール添付ファイルによる上場情報資料の配付（メールアドレス届出者） 

電子メールアドレスの届出がある買い手登録者（届出事項一覧表において上場情

報ファックス配信希望とした者を含む）には、入札票及び入札ロット明細書の電子

ファイル（PDF形式）を、電子メールに添付して配付します。この電子メールの文

面の例については、10ページの「電子メール添付ファイルによる上場情報資料の配

付」を参照してください。また、入札票及び入札ロット明細書の内容については、

11～12ページの「入札票及び入札ロット明細書の様式」を参照してください。 
 

（２）上場情報資料の協会ホームページへの掲載 

協会は、上記（１）の入札票及び入札ロット明細書を、協会ホームページ内の

「大豆入札取引登録者ページ」に掲載し、買い手登録者による閲覧が可能な状態

とします。上場情報資料がホームページにどのように掲載されているかは、16ペ

ージの「上場内容」画面の図を参照してください。また、このページへのアクセ

ス手順、資料入手方法等は、下記（３）のとおりです。 
 

（３）ファックスによる上場情報資料ホームページ掲載通知（メールアドレス非届出者） 

電子メールアドレスの届出がない買い手登録者には、上記（２）により協会ホ

ームページに上場情報資料を掲載した都度、その旨をファックスにより通知しま

す（念のため、上記（１）の電子メール添付ファイルによる上場情報資料配付を

行った買い手にも送信します）。この通知の内容の例は、13 ページの「ファック

スによる上場情報資料ホームページ掲載通知」を参照してください。 
上記ファックス通知を受けた買い手登録者は、自らパソコンで「大豆入札取引

登録者ページ」にアクセスし、入札票及び入札ロット明細書の電子ファイル（PDF
形式）を入手します。協会ホームページから上場情報資料を入手する手順の詳細

については、14～17ページの「大豆入札取引登録者ページへのアクセス手順」を

参照してください。なお、「大豆入札取引登録者ページ」にアクセスする際には、

買い手登録時に協会が発行したユーザー名（ID）及びパスワードが必要です（後

述するウェブ入札システム利用申請をした買い手登録者に配付する「大豆入札取

引サイト」ログイン用の ID・パスワードとは異なることに注意）。 
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（４）ファックスによる上場情報資料の直接送信（インターネット利用不可の者） 

インターネットが使えないため、入札票及び入札ロット明細書を、前述の電子

メール添付ファイルとして入手すること、又は協会ホームページから入手するこ

とができない買い手登録者に限っては、当面の例外的措置として、申し出があれ

ば上場情報資料をファックス送信します。 

ファックスによる上場情報資料の送信を希望される場合は、前記（３）のファ

ックス通知を受けた後、同通知の所定の欄で入札票及び入札ロット明細書の送信

希望売り手・上場地域区分を選定するとともに、買い手登録番号及び名称を記入

したファックス配信依頼を、受信当日中に協会にファックスで送信してください。

協会は、ファックス配信依頼を受信後、依頼者に対し配信希望のあった売り手・

上場地域区分に係る上場情報資料をファックスで送信します。 
なお、上場情報資料は、全体で 80 ページ以上に及ぶことも多々あり、安易に

全て又は不要不急の売り手・上場地域区分を選定すると、ファックス回線を長時

間占有し、他の買い手登録者へのファックス送信が滞ることとなります。このた

め、配信希望売り手・上場地域区分の選定に当たっては、入札申込みに当たり真

に必要な区分のみを選んでください（ただし、特定産地（県）のみを抜き出して

送信することは不可）。 
入札取引の都度、全区分の上場情報資料が必要な買い手にあっては、電子メー

ルアドレスの届出を行って資料を電子メール添付ファイルとして入手するか又は

協会ホームページの「大豆入札取引登録者ページ」にアクセスして自ら直接入手

していただくようお願いいたします。 

売り手登録者 協会

上場ロット別
情報データ作成

→
上場申し出

（データ提出）

上場情報（入札ロット明細書・
入札票）に係る電子ファイル作成

（メールアドレス届出者向け）

→
Ｅメール添付ファイルで配信

↓

上場情報電子ファイルの協会HP
登録者専用ページへの掲載

↓

協会HP掲載に関する事務連絡
（メールアドレス非届出者向け）

→
ファックスで配信

（HP利用不可の場合）

↓
（HP利用可能な場合）

↓

上場情報配信依頼
ファックス受信

（HP利用不可の場合）

←
配信依頼ファックス送信

上場情報
配信依頼作成

HPから上場情報
電子ファイル入手

↓

上場情報（配信依頼部分）
ファックス送信

（HP利用不可の場合）

→
上場情報ファックス送信

上場情報
ファックス受信

買い手登録者への上場情報資料（入札ロット明細書・入札票）の配付手順（流れ図）

Ｅメール受信

事務連絡
ファックス受信

上場情報電子ファイル
閲覧・出力

↓

買い手登録者
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電子メール添付ファイルによる上場情報資料の配付（Ⅱ-2-(1)関係） 

（メールアドレスの届出がある買い手登録者の場合のみ） 

 

協会に電子メールアドレスを届け出た買い手登録者には、入札実施日（通常は水曜日）

の週の月曜日までに（可能な限り前週の金曜日午前中に）、協会から登録アドレスあてに

入札票及び全地域区分別の入札ロット明細書の PDF ファイルを電子メールに添付し、

メーリングリストを利用して一斉送信します。 
この電子メールを受信したならば、必要な添付ファイルを閲覧又は印刷し、入札申込

みに利用してください。 
なお、この電子メールには、発信元が間違いなく（公財）日本特産農産物協会であるこ

とを証明するためデジタル署名（右上部の赤いリボンのアイコン）が付されています。 
また、協会から上場資料を添付して一斉送信したメールに対し返信することはできま

せん。このため、入札取引に関するお問い合わせ、ご連絡等がある場合は、当該メール

への返信ではなく、担当者（a-saito@jsapa.or.jp）あてに送信するようお願いします。 
 

上場情報資料配信メール（イメージ例） 

電子署名 
（赤いリボンのアイコン） 

（詳細説明） 
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入札票及び入札ロット明細書の様式（Ⅱ-2-(1)関係） 

 

① 入札票様式（イメージ例） 

 

（詳細説明） 

注意事項を

遵守して記入

すること 

必ず ペ ー

ジ を 記 入

すること（1

枚の 場合

は１／１） 

入札金額総計

は入札保証金

の 10 倍以内 

全項目について省略せずに記入すること 

上の欄の

数字と 被

らないよう

に押印す

ること 

太枠部内の下 1

桁が連番のロッ

トに複数入札す

る場合は、記入

例①、②のよう

に、全て同一価

格とすること 

 

記入例③のよう

に複数の異な

る価格で入札し

た場合は、自動

的にそのうちの

最高価格に統

一したうえで入

札処理されます 

記入例① 

8,200 

8,200 

8,200 

記入例② 

8,500 

8,500 

記入例③ 

8,300 

8,310 

8,320 

上記のような

入札は、全て

最高額の8,320

円で入札した

ものとみなさ

れるので注意 
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② 入札ロット明細書様式（イメージ例） 

【ロット区分の表示等に関する説明】 

１  ロットNo.欄の番号が32510のように末尾が0で、ロット区分欄に「単」と表示されたロ

ットは「単一ロット」を表し、産地、品種銘柄、粒の大きさ、等級、倉所、集荷業者とも同

一の大豆を、独立した1つのロットとして上場したもので、基本的なロット区分です。 
２  ロットNo. *32521、*----2、*----3のように冒頭に*印が付され、左の4桁数字が----に置き

換えられ、末尾数字は0ではなく1～9の枝番が付され、ロット区分欄に「同」と表示され

たロットは、「同一銘柄複数ロット」を表し、同一倉所に保管され、かつ、産地、品種銘柄、

粒の大きさ、等級、集荷業者とも同一の大ロットを、複数の入札単位ロットに分割して上場

したものです。上記１の単一ロットとはロットNo.の表示方法が異なるため、容易に区別す

ることが可能です。さらに、入札票（前ページ参照）においては、1つの同一銘柄複数ロッ

ト内の入札単位ロットは太線枠で囲まれています。同じ太線枠内の入札単位ロットはグルー

プとして扱われるので、同枠内では、入札ロット数が同じならば、どの枝番に入札しても落

札結果が変わることはありません。 
同一銘柄複数ロットとして上場されたロットで、入札票の同一太線枠内にある複数のロット

に入札する場合は、必ず同一価格としてください。2以上の複数価格で入札した場合は、自

動的に同一太線枠内の全入札ロットとも複数価格のうちの最高価格で入札したものとみな

します。これにより、入札総額が当初想定より増高して入札保証金不足となり、入札全体が

無効となることもあるので、くれぐれもご注意ください。 
３  ロット区分欄に「混」と表示されたロットは、「混合ロット」を表し、粒の大きさ、等級、

倉所、集荷業者等のいずれかが異なる上場下限数量（160俵）に満たない複数の小ロットを

複数組み合わせて1つのロットとして上場したものです。上場ロット明細書では、当該ロッ

トの冒頭行に32610のように末尾数字が0のロットNo.が記載され、以下、番号を省略して

ロットを構成する大豆の内訳が列記されますが、入札票では、単一ロットの場合と同様にロ

ット番号のみが記載され、小ロットの内訳は表示されません。 



 - 13 - 

ファックスによる上場情報資料ホームページ掲載通知（Ⅱ-2-(3)関係） 

（イメージ例、メールアドレスの届出がない買い手登録者向け） 

（詳細説明） 

上場情報資

料のファック

ス配信を希

望する場合

は 、 登録番

号、名称を記

入し て 協会

にファックス

送信 

上場情報資

料のファック

ス配信を希

望する場合、

必要な 売り

手・地域区分

のみに〇印

を付ける 
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大豆入札取引登録者ページへのアクセス手順（Ⅱ-2-(2)及び(3)関係） 

 

 パソコンでインターネット閲覧ソフト（Internet Explorer 11を推奨）を立ち上げ、

グーグル、ヤフー等の検索サイトで「日本特産農産物協会」と入力して協会ホームペー

ジを検索するか、アドレスバーに協会ホームページのURL（http://www.jsapa.or.jp/）
を直接入力し、協会ホームページのトップページにアクセスします。 

 
 次に、トップページの右側に並んでいるバナーのうち一番上の「大豆入札取引登

録者ページ」をクリックすると、以下のログイン（入室）画面が現れるので、大豆

入札取引買い手登録時に協会から提示したユーザー名（ID）及びパスワードを入力

し、「認証」ボタンをクリックします。 

 
注：パスワードを入力すると●●●●●と伏字表示され、間違えなく入力されたかどうかを文字で確認する

ことができません。認証ボタンをクリックした際に赤フォントで「ユーザー名（ID）・パスワードに誤りが

あります。」というメッセージが出る場合は、別途、メモ帳等のテキストエディタにユーザー名、パスワー

ドを入力して間違いがないことを確認し、それぞれをコピーして入力枠に貼り付けてみてください。 

（詳細説明） 

このバナー 

をクリック 
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認証が行われると、次のような「大豆入札取引登録者ページ」の画面が現れます。 
 

 



 - 16 - 

 「大豆入札取引登録者ページ」上部・左側の「新着情報」には、大豆入札取引登録者

ページの更新情報が記載され、直近入札回の上場情報が掲載された場合は、以下の例の

ように案内します。  

 
同ページ上部・右側の「上場ロット内容」の文字（下図参照）をクリックすると、

当該入札回の上場情報資料ファイルを掲載したページに移行します。 

 
上場情報資料掲載ページの画面（イメージ図） 

 
上場情報資料ファイルを掲載したページは上図のとおりで、売り手・上場地域区分

別の入札ロット明細書及び入札票が掲載され、「ファイル」欄で必要な区分のアイコン

をクリックするとPDFファイルを表示又はパソコンに保存することができます。 
また、入札保証金不足を始めとした無効札の発生を回避するため、入札申込み内容

の事前チェックを行うことができる「入札金額チェックシート」（Excelファイル）も

掲載していますので、パソコンに保存したうえでご利用ください。 
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15 ページの「大豆入札取引登録者ページ」の画面左下にある「ログアウト（退出）」

ボタンをクリックすると、ログアウトしてログイン（入室）ページに遷移します。再

び大豆入札取引登録者ページに入りたい場合は、ユーザー名、パスワードを入力して

認証を行い、その必要がない場合は、右上端の隅にある×印（閉じるボタン）をクリッ

クしてログインページ（入室）を閉じます。 
 

 

 

 
 

 

【注意事項】 

1 「大豆入札取引登録者ページ」は、セキュリティのため、一度ログインし、最後に

操作を行ってから 1 時間を経過すると強制的にログアウトとなります。作業を再開

したい場合は、再度、ログインし直してください。 
2 ログイン後の画面にブックマークを付ける操作（お気に入りへの登録）はしないで 
ください。 
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３ 入札保証金の振込（協会への預託） 

大豆入札取引では、思惑買いの防止等適正な価格形成の観点から、平成 17 年産取引

から入札保証金制度を導入しています。具体的な手続き及び仕組みは次のとおりです。 
 

（１）入札保証金の必要額 
入札を行おうとする買い手は、入札申込みに先立って入札保証金を協会に預託し、

1回の入札取引においては、入札申込み額の総計が入札保証金の額の10倍の額を超

えない範囲で、入札申込みを行うことができます。協会は、入札回ごとに、各買い

手の入札申込み額の総計とその時点の入札保証金残高を照合します。その結果、入

札申込み額の総計が入札保証金残高の 10 倍を超える場合は、当該回の入札申込み

は全て無効となります。このため、既に入金済みであっても、当初の想定を上回る

規模の申込み額となることが見込まれる入札回には、それに見合うよう事前に入札

保証金を積み増しておく必要があります。 
 

（２）入札保証金の入金のタイミング 
上記の入札申込み額総計との照合に用いる入札保証金残高は、前年産で返還せず

次年産用に充当された預託額はシステムに登録されていますが、一旦返還を受けて

から新たに振り込まれた額又は積増しのために振り込まれた額は、入札の都度、実

施日（通常、水曜日）の前日の銀行振込受付終了時間（15時）以降に、協会が入札

保証金振込先金融機関（農林中金）にオンライン接続して買い手登録者ごとに照会

し、データを入札システムに登録します。このため、必ずしも年産当初に入金して

おく必要はなく、実際に入札申込みをする入札回の残高確認に間に合えば問題あり

ません。ただし、残高照会時までに入金結果が反映されないタイミングで振込み手

続きをしても、それが当該入札回の入札保証金残高として取り扱われることはあり

ません。入札申込みを行う入札回には、事前に必ず入金済み入札保証金の額をご確

認の上、入札保証金を振り込む必要がある場合は、極力、前広に対応してください。 
なお、入札保証金残高は、落札があった都度、当該落札額の 10 分の 1 が減額さ

れるわけではなく、落札回の次の回の残高も前回と同額扱いとなります。 
 

（３）入札保証金の振込先 

入札保証金の振込先は次のとおりです。なお、振込依頼人名義は、協会に登録され

た入札保証金返還用振込口座の口座名義をカタカナ書きしてください。入金があった

場合は、協会から入札保証金預り証を送付します。 
 

 

 

 

 

 

 

注： 年産ごとに行う大豆入札取引買い手登録時の登録料振込先（54ページ参照）とは銀行・口座が異なります。また、

全農の品代金の振込先口座（70ページ参照）は農林中金の別口座です。これらと混同しないようご注意ください。 

 銀行名：農林中央金庫（銀行コード：３０００） 

支店名：本店（「ホンテン」 支店コード：９５８） 

預金種類：普通 

口座番号：４０７４３５２ 

口座名義：カナ  ザイ）ニホントクサンノウサンブツキヨウカイ 

漢字  公益財団法人日本特産農産物協会 
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（４）1 社が複数事業所で買い手登録をしている場合の入札保証金の取扱い 

1 社が複数の事業所で買い手登録している場合は、本店・支店等の事業所ごとに

入札保証金を預託していただき、入札保証金残高と入札申込み額総計の照合は事業

所ごとに行います。なお、大豆入札システムにおいては、1 社の複数事業所の入札

保証金が同一口座から一回の振込みで一括して行われることは想定しておらず、当

該振込み額を各事業所分に振り分けて処理することはできません。このため、各事

業所分の入札保証金の振込みは、日を改めて行っていただき、振込み後直ちに、電

話等で当該振込みがどの事業所分なのかを必ずご連絡ください。 
 

（５）契約不履行等の場合の入札保証金の取扱い 

落札者が、正当な理由なく、落札大豆の売買契約を締結しない、あるいは受渡期

限までに落札大豆の引取（代金決済）を行わなかった場合、落札金額の1／10相当

額は協会及び売り手に帰属させることとなっており、当該金額は預託された入札保

証金の中から充当され、返還不可となります。加えて、当該落札者に対しては、大

豆入札取引委員会の検討を経て、以後の入札取引（播種前入札取引を含む）への参

加制限措置が課せられることがあります。 
 

（６）入札保証金の返還又は次年産への充当 

入札保証金は年産ごとに管理しています。協会は、当該年産の入札取引が完了し

た後、入札保証金の残高はあるが年産を通じて落札のなかった買い手登録者に対し

ては年産入札取引完了後直ちに、また、落札があった者に対しては 7 月～9 月の各

月ごとに行う売り手への照会により全ての代金決済が完了していることを確認して

から、入札保証金確認通知書を送付します。この際、入札実績のある買い手登録者

に対しては、当年産の入札手数料の徴収額及びその算定根拠も併せて通知します（入

札手数料の詳細は、下記（７）を参照）。 
入札保証金確認通知書においては、入札保証金を返還するか又は次年産入札取引

の入札保証金として充当するかを選択していただくとともに、預託金額及び返還口

座に間違いがないことを確認させていただきますので、買い手登録者におかれては、

当該通知の「確認書」に所要事項をご記入のうえ、協会あてに返送（郵送）してく

ださい。 
なお、入札保証金のうち一部を返還し、残りを次年産の入札保証金に充当するこ

とはできません。このため、次年産の入札保証金を前年産より減額したい場合は、

一旦返還を受けた後に、改めて必要な額を預託し直していただくこととなります。 
協会は、入札保証金確認書の返送を受けた後、入札保証金返還を希望された買い

手登録者には、預託金額から入札手数料を差し引いた額を返還口座に振り込むこと

により、入札保証金の返還及び入札手数料の徴収を同時に行ったうえ、その旨を文

書で通知します。また、次年産充当を希望された買い手登録者には、預託額から入

札手数料を差し引いた額を次年産に充当する入札保証金とし、当該保証金残高を記

した「入札保証金残高の次年産入札取引保証金への繰入通知書」を送付します。 

なお、入札手数料の差引徴収により入札保証金預託額が端数付きで減額されると、

会計処理上の不都合が生じる場合は、次年産充当ではなく一旦返還により残高を0
円にしたうえ、次年産入札取引の開始前に必要額を預託し直すことをお勧めします。 
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当該年産入札取引が完了する前に、以後の当該年産入札に参加する意思がない買

い手登録者は、上記の手続きを待つことなく、所定の様式により協会に対し入札保

証金の全額返還を請求することができます。当該手続きをご希望の場合は、電話に

て当協会担当者にご連絡ください。なお、当該請求を受けた後の手続きは、年産入

札取引完了後に確認書で返還を希望した場合に準じて行います。 
 

（７）入札手数料の徴収 

協会の大豆入札システムの改良・維持に必要な経費を確保するため、平成30年

産から令和4年産大豆の入札取引においては、売り手及び買い手に入札手数料を負

担していただくこととなっています。買い手の入札手数料は、入札実績のある買い

手ごとに年産を通じた入札数量（落札数量ではないことに留意）の合計値を1ロッ

トの標準的な数量である9.9トン（165俵）で除して求めた入札ロット数に1ロッ

ト当たり単価330円（消費税込み）を乗じて算定した額で、上記（６）で記したと

おり入札保証金の返還又は次年産充当時に預託額から差し引くことにより徴収しま

す。なお、入札保証金返還通知又は次年産繰入通知を送付する際には、入札手数料

に係る請求書兼領収書を同封します。 
 

４ ファックスによる入札申込みの具体的方法 

（１）入札票への必要事項の記入 

ア 入札票（11ページの①入札票様式（見本）を参照）の上部の「登録番号」、「名

称」、「担当者名及び連絡用電話番号」の欄に該当事項を記入するとともに、「届出

印」欄に買い手登録申請時に印影を届け出た印を押印してください。登録番号・

名称の記載もれ又は不明瞭な記載、届出印以外の押印、押印もれ又は印影不明瞭

により入札者を確認できない場合は、当該入札票全体が無効となりますのでご注

意ください。なお、押印する場所については、印字済みの文字と被らないように

ご注意ください。 
 
イ 入札票左下の「記載上の注意事項」を遵守するとともに、次の諸点に注意して

ください。 
①「入札価格」は1俵（60kg）当たり購入希望価格を10円きざみで設定し、ボ

ールペン等を使い、読み間違いが発生しないよう明瞭かつ丁寧に算用数字で記入

してください。誤って下1桁が0でない入札価格が記入されていた場合は、自動

的に下1桁を切り捨てた額で入札したものとみなして落札処理を行います。 
また、算用数字以外で記入した場合や、記入した数字が悪筆、乱筆、癖字、か

すれ字等不明瞭で判読し難い場合は、当該ロットに係る入札は無効となることが

ありますのでご注意ください。  
  

   ②「入札ロット明細書」の「ロット No．」欄で、＊20011、＊----2、＊----3 等と

表示されたロットは、1 つの大きな同一銘柄ロットを複数の入札単位ロットに分

割した「同一銘柄複数ロット」で、下1桁以外は共通の番号、下1桁は枝番であ

ることを表しています。ロット No.印字済みの入札票では、共通番号＋枝番を付

された同一銘柄複数ロットの一群は太線枠で囲んで表示されています。 
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1 つの太線枠内の同一銘柄複数ロットの一群の中から、複数の入札単位ロット

に対して入札価格を記入する場合は、必ず同一価格としてください。誤って2以

上の異なる入札価格が記入されていた場合は、同じ太線枠内の全入札ロットにつ

いて、自動的に複数入札価格のうち一番高い価格で申し込んだものとみなして落

札処理が行われます。 
この措置が適用されると、落札処理の結果、複数ロットが落札された場合、最

高価格で入札したロット以外のロットの落札価格は入札者の当初想定より高い価

格となりますが、そのことをもって落札大豆の引き取りを拒否することはできま

せん。また、入札総額が増加して入札保証金不足により複数価格で入札した同一

銘柄複数ロットのみならず全入札申し込みが無効となることも想定されます。こ

のため、同一銘柄複数ロットの入札価格設定に当たっては、1 つの太線枠内で複

数価格を設定することがないよう、くれぐれもご注意ください（後記ウの手書き

用入札票を用いる場合、同一銘柄複数ロットと認識しにくいため、間違いが発生

する可能性が高いので、特に要注意）。 
 
③買い手登録者が１者で同一番号のロットに重複して入札申し込みを行った場合、

同一価格、複数価格のいかんを問わず当該ロットに係る入札はいずれも無効とな

りますのでご注意ください（後記ウの手書き入札票を用いる場合は特に要注意）。

また、同一事業者が、本店、支店等複数の事業所で買い手登録を行っている場合

も、異なる事業所から同一番号のロットに重複して入札すると、当該ロットに係

る入札はいずれも無効となりますのでご注意ください。 
 
④入札票右下の四角い枠の中に、入札申込みする入札票の枚数（ページ番号）を

必ず記入してください。この際、入札票が1枚だけの場合は「1／1」、2枚の場合

は1枚目に「1／2」、2枚目に「2／2」のように、「現在ページ／総ページ」の形

式で記入してください。ページ番号が記入されていないと、送信エラーにより一

部ページが未送信となっても確認できないほか、他の入札者の入札票との取り違

えを誘発するおそれもあるので、ページ番号は必ず記入していただくようお願い

します（特に、入札票が1枚の場合、未記入例が多いので要注意）。 
 
ウ 毎回の入札票送付の際、ロット No.及び数量を印字した入札票に加え、ロット

No.及び数量欄に印字がなされていない手書き用入札票を1枚付けています。 
これは、複数の産地（道県）の大豆に入札する場合、申込み内容を1枚の入札

票に集約してファックス送信できるように用意したものですが、ロット番号の誤

記入・判別不能、同一銘柄複数ロットに対する複数価格記入、混合ロットの構成

小ロットごとに価格を記入することによる複数入札など種々のケアレスミスが発

生しやすく、同一銘柄複数ロットへの複数価格入札と並んで、最近における入札

時のトラブル発生の最大要因となっています（パソコンで手書き用入札票のPDF
ファイルに入力して作成した場合も、同様の問題が発生しています）。 
このため、印字済み入札票を用いるとファックス送信枚数が著しく多くなる場

合を除き、手書き用入札票の使用は、極力、控えてください。 
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どうしても使用せざるを得ない場合は、ロット No.及び入札価格を読みやすい

字で丁寧かつ明瞭に記入したうえ、入札ロット明細書及び印字済み入札票と照合

して記入内容に間違いがないことを必ず確認してください。 
なお、印字した入札票の届出印欄上部には 201、301、401 等の数字が印字さ

れていますが、手書き用入札票の当該欄は空欄となっています。これらの数字は

協会が産地識別用に印字したものであるため、手書き用入札票を用いる場合は、

当該欄は空欄のままにしておいてください。 
 

エ 1 回の入札における入札申し込み額の総計が入札保証金の額の 10 倍を超える

と、当該入札者の当該回の入札申込みは全て無効となります。この入札保証金不

足による無効札は、毎年、発生しているので、入札申込み額の総計と入札保証金

の額の比較チェックは必ず行ってください。 
このようなトラブルを防止するため、協会ホームページの「大豆入札取引登録

者ページ」に、入札保証金不足を始めとした入札ルール違反の有無をチェックす

るための「入札金額チェックシート」（Excelファイル）を入札回ごとに掲載しま

すので、その活用をお勧めします。利用法は 24～25 ページの「入札金額チェッ

クシートの使い方」を参照してください。 
 

（２）入札票のファックス送信 

ア 入札票をファックス送信する前には、入札票を再度点検・確認してください。  
 特に、印字された入札回及び年月日を必ずチェックし、入札票が間違いなく当該

入札回用のものであることを確かめてください（別の入札回用の入札票であった

場合は、当該入札全体が無効となります）。 
 

イ 入札票のファックス送信に際しての注意事項は、以下のとおりです。 
①送信時間：入札申込みの受付け日時は、入札日当日の午前10時から12時まで

ですので、厳守してください。この時間帯の前後を問わず受付時間外にファック

ス送信があった場合は、当該入札票に係る入札申込みは受理しませんので、くれ

ぐれもご注意ください。 
 
②送信先ファックス番号：必ず入札申込み専用のファックス番号である

03-5545-3868 に送信してください 。なお、協会には、これとは別に一般業務用

のファックス番号（03-3584-1757）がありますが、入札票の当該番号への送信は、

入札申込み専用番号に何回送信しても送信不可の場合等緊急避難的利用に限定さ

せていただきますので、ファックス番号をプリセットしている場合は、設定を確

認してください。 
なお、やむを得ず一般業務用のファックス番号へ入札票を送信した場合は、必

ずその旨を電話で連絡してください（一般業務用の番号のファックス受信機は入

札事務室とは階が異なる一般業務用事務室に設置されているため、電話連絡がな

いと入札票が受信されていても、入札申込みとして受理されない場合があります）。 
 

③送信時には、ファックスの着信がA4判となるようにセットしてください。 
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④送信作業後、送信エラーが発生することなく確実に協会あてに送信されている 
ことを、ファックスの送信記録で必ず確認してください。 
 
⑤入札申込みの内容に疑義がある場合、確認のため協会から入札者に電話で問い

合わせをすることがありますので、入札申込み受付け時間中には、入札担当者自

らが待機されるか、又は少なくとも担当者に連絡することが可能な態勢を整えて

おいてください。 
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入札金額チェックシートの使い方（Ⅱ-4-(１)-エ関係） 

 

入札申込みに際し、「入札金額チェックシート」を利用して入札内容の事前チェッ

クを行うと、保証金不足等による無効入札を未然に防ぐことができます。 
「入札金額チェックシート」は、入札回ごとに上場内容に則した内容で作成され

ます。これを入手するには、協会ホームページ内の「大豆入札取引登録者ページ」

の「上場ロット内容」のページの一番下の行にある「入札金額チェックシート」欄

のエクセル（Excel）のアイコンをクリックし、ダウンロード（パソコンに保存）し

てください（このページへのアクセス方法については、14～17ページを参照）。 
 

 

 
 
 
 
このエクセルファイルを開くと、次のような画面となります。なお、入力できる

のは、黄色のセルのみです。 

 
 

（詳細説明） 
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「入札金額チェックシート」の具体的な使い方は、次のとおりです。 
 
①「入札保証金」の欄に協会に預託した入札保証金額を入力します。 

 

 

②「入札価格」欄に取引希望ロットの入札価格を入力します。10円未満の単位の金額 
を含む価格を入力すると、「10円未満」の欄に「error」と表示されます。 

 

 

③「入札価格」欄に取引希望ロットの入札価格を入力すると、合計額が自動計算され、 
「入札額計」欄に表示されます。「入札保証金比較値」欄には「入札額計」の 10％の

額が表示され、これと入札保証金の額が自動的に比較されます。「比較結果」欄に「Ｏ

Ｋ」と表示されれば、入札保証金上の問題はありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「入札保証金比較値」が「入札保証金」を上回る（入札金額計が入札保証金の額の10
倍を超える）と、「比較結果」欄に「入札額が超過しています」と表示されます。この

場合、入札申込み全体が無効となりますので、申込み内容の見直しが必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札保証金の額を入力 

取引希望ロットの入札 

価格を入力 
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５ ウェブ入札システムによる入札申し込みの具体的方法 

（１）ウェブ入札システムとは 

ウェブ入札システムは、入札票をファックスで協会に送信する従来の入札申込み方 

法に代えて、買い手登録者がインターネットに接続したパソコンを用いて、協会のイ

ントラネット（社内LAN）にVPN（仮想プライベートネットワーク）接続し、オン

ラインで取引希望ロットへの入札価格を直接入力・送信する仕組みで、入札取引を円

滑かつ効率的に運営するため、平成23年産大豆入札取引から導入されました。 
 
ウェブ入札には、買い手登録者にとって、主に次のようなメリットがあります。 

①入札価格をパソコンで入力するため、入札票への手書き記入と比べ事務が効率化 
②入札票への手書き記入で生じる入札価格の誤読、判読不能によるトラブルを回避 
③入力内容に問題があると自動チェック機能により警告が出るため、同一銘柄複数ロ

ットに異なる価格で複数札を入札したり、入札金額総計が保証金の10倍を超過等の

理由による無効札の発生を未然に防止 
④情報のやりとりを暗号化通信で行うため、情報セキュリティが向上 
  
 また、入札業務運営上も、ファックスによる入札申込み内容の入力に要する機材・

労力負担の軽減等を通じた事務の効率化、経費節減等の大きなメリットがあります。 
 
このため、ファックス入札からウェブ入札への移行を促進する観点から、ファック

ス入札を行っている買い手登録者各位には、毎年産の入札取引開始に先立ち、ウェブ

入札利用申請のご案内を行っています。この結果、平成30年産収穫後入札取引にお

いては、全入札ロットのうち約6割がウェブ入札となっています。協会では、入札方

法に関しては、ファックス入札を漸次縮小し、令和3年産収穫後入札取引からウェブ

入札に一元化することを計画しており、ウェブ入札への早期移行を強く推奨します。 
 

（２）システム利用時に必要なもの 

ウェブ入札システムは、通常の事務に広く用いられる次のような機器・ソフトウェ

アがあれば、ほとんどの場合は利用可能です（ただし、個別のパソコン・ソフトウェ

アの利用環境・設定によっては不具合が発生する場合もあります）。 
 

 ・パソコン（インターネットに接続可能な状態のもの） 
  例：基本ソフト（OS）がWindows 10等のパソコン 
 
・ウェブページ（ホームページ）閲覧用ソフト（ブラウザ） 

Windows 10の標準ブラウザであるMicrosoft Edgeでは、ウェブ入札システムの

一部機能が使えない場合があるため、Internet Explorer 11（IE11）を推奨（Windows 
10で IE11を利用可能にする方法は次ページを参照） 
 

・PDFファイル閲覧用ソフト 
例：アドビ・アクロバット・リーダー DC（Adobe Acrobat Reader DC）等 
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Windows10 で IE11 を利用する方法（Ⅱ-5-(2)関係） 

 
 Windows10の標準ウェブ閲覧ソフトはマイクロソフト・エッジ

（Microsoft Edge、右図・右側のアイコン）ですが、同ソフトではウ

ェブ入札システムの一部機能（産地の検索等）が使用できない場合が

あります。このため、ウェブ入札システムを使ってウェブ入札を行う

場合は、Internet Explorer 11（IE11、右図・左側のアイコン）の 
利用を推奨します。                               IE11   Edge 
 
 Windows10において IE11を利用するには、次の手順が必要です。 
①画面右下隅のスタートボタン（ウィンドウズマーク）を左クリックし、スタートメニューを表

示させる。 
 

 

②Wの項目まで下にスクロールし、「Windowsアクセサリ」のフォルダを左クリックして内訳を

表示させ、「Internet Explorer」を左クリックすると IE11が起動する。 
 
【スタートメニュー】 

 
③上記②の手順を省くため、スタート画面上に IE11をタイルとして表示させたい場合は、スタートメ

ニューで表示された「Internet Explorer」を右クリックし、「スタート画面にピン留めする」を左

クリックする。 
④また、スタートメニュー経由ではなく、タスクバー上に IE11のアイコンを表示させたい場合は、ス

タートメニューで表示された「Internet Explorer」を右クリックし、「その他」を左クリックした後、

「タスクバーにピン留めする」を左クリックする。 

（詳細説明） 

スタートボタンを左クリックしてスタートメニューを表示 

Wの項目までスクロール 

「Windowsアクセサリ」フォルダを左クリック 

してフォルダの内訳を表示 

「Internet Explorer」を左クリックで起動、右 

クリックしてスタート画面にピン留め 

IE11をスタート画面にピン留めした状態 

IE11をタスクバーにピン留めした状態 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://ap-land.com/wp-content/uploads/2015/08/Explorer-edge.png&imgrefurl=http://ap-land.com/archives/10748&docid=4-OMPiywSdULuM&tbnid=05c4WoTT9lmYRM:&w=600&h=350&bih=879&biw=1280&ved=0ahUKEwiCl7eVxr3PAhVCipQKHboOBvoQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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（３）システム利用手順の概要 

 ①（公財）日本特産農産物協会のホームページを開く 

IE11等のウェブページ閲覧用ソフトを用いて、グーグル、ヤフー等の検索サイト

で協会名を検索するか協会ホームページのURL（http://www.jsapa.or.jp/）を直接

入力して、協会ホームページのトップページを開きます（実際の画面のイメージは

14ページを参照）。 
 

  ②登録者限定の大豆入札登録者ページに入る 

トップページの右側にある「大豆入札取引登録者ページ」のバナーをクリックし

てログイン画面を開き、買い手登録時に配付したユーザー名（ID）及びパスワード

を入力して大豆入札取引登録者限定の「大豆入札登録者ページ」に入ります（実際

の画面のイメージは14～17ページを参照）。 
 

③大豆入札取引サイトに入る 

上記②の「大豆入札登録者ページ」の左下にある「大豆入札取引サイトへ」ボタ 
ン（左下図を参照）をクリックすると、右下図のような「大豆WEB入札システム」 

のログイン画面が開きます。なお、このログイン画面は入札日当日のみ動作します。 

 

上記右図の大豆WEB入札システムのログイン画面で、登録番号欄にはウェブ入

札システムの利用申請をした買い手登録者だけに配付したウェブ入札用 ID（○○○

－○という買い手登録番号をハイフン抜きの4桁表示にしたもので、上記②のユー

ザー名（ID）とは異なります）を、パスワード欄にはウェブ入札システム用パスワ

ード（上記②の買い手登録時のパスワードとは異なります）を入力し、ログインボ

タンをクリックします。 
 
この操作をすると、次ページの図のような画面が現れ、閲覧ソフトに係るアドオ

ンのインストールの可否について判断を求められることがあります。このアドオン

がなくてもウェブ入札の実施は可能ですが、画面を前に進めるために、次のＡ、Ｂ

のうちいずれかの操作を行ってください（不要なアドオンをインストールしないＡ

を推奨しますが、Ｂでも特段の問題が生じることはありません）。 
 

Ａ アドオンのインストールを回避：下線付き青フォントで示された「ここをクリ

ック」（次ページの図の赤枠で囲んだ部分）を左クリックするか、そのまま何もせ

ずにインストールが自動的に省略されるのを待つと、次の手続きである「大豆入

札取引サイト」へのログインページに移ります。ただし、この操作は、ログイン

時に毎回行う必要があります。 
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Ｂ アドオンのインストールを許可：画面下部の「インストール」ボタンを左クリ

ックします。一旦この操作を行うと、以後、当該画面は現れなくなります。 
 

大豆WEB 入札システムへのログイン時に現れることがある画面のイメージ 

 

大豆 WEB 入札システムに認証されると、下図のような「大豆入札取引サイト」

へのログイン画面が現れ、パスワードを入力するよう求められます。この画面で、

登録番号が買い手登録者のウェブ入札用 ID 番号（＝買い手登録番号からハイフン

を除いた4桁表示の番号）であることを確認し、入札システム用パスワード（前記

③の時と同じもの）を入力した後、ログインボタンをクリックすると、「大豆入札取

引サイト」にログインすることができます。 
 

「大豆入札取引サイト」へのログイン画面のイメージ 

 
 

 
 
 
 

 

なお、入札当日であっても、ウェブ入札申込み受付時間外にログインしようとす

ると、「現在、入札は受け付けていません。入札時間にアクセスしてください。」と

のメッセージが現れ、ログインすることはできません。 
 

 

 

 

 

 Ａ 「ここをクリック」を左クリック又はそのまま何もせずに待っ

て「大豆入札取引サイト」ログインページに遷移 

 Ｂ「インストール」を左クリックしてアドオンをインストール 



 - 30 - 

「大豆入札取引サイト」の当初画面は下図のとおりです。まず、画面右上の「入

札申込入力」欄の「売り手選択：」のプルダウンメニューから売り手（全農又は全

集連）を選び、「入札申込」ボタンをクリックします。 
 

「大豆入札取引サイト」の当初画面のイメージ 

 

④入札申込み内容の入力、内容確認及び入札申込み 
上図の「入札申込」ボタンをクリックすると、次ページの「入札価格入力」画面

が現れるので、「産地」欄のプルダウンメニューから入札申込みをする産地（北海道、

青森等）を選択して「検索」ボタンをクリックし、表示された上場ロット表の中か

ら取引希望ロットを選んで入札価格を入力します（検索の代わりに右側のスクロー

ルバーで縦にスクロールして産地を選ぶことも可能）。複数の異なる産地のロットに

入力する場合は、産地ごとに上記作業を繰り返します。 
必要な入力を行ったら、その内容に入札ルール違反がないかどうかを確認するた

め、「確認」ボタンをクリックします。 
なお、「入札価格入力」画面で「戻る」ボタンをクリックすると、上図の「大豆入

札取引サイト」当初画面に戻りますが、一旦、入札価格を入力した後、「確認」ボタ

ンをクリックしない段階で「戻る」ボタンを押すと、それまでの入力内容は全て失

われ、改めて始めから入力し直さなければならなくなるので、くれぐれも注意して

ください。また、現在の画面からその前後の画面への移動に当たり、ウェブページ

閲覧用ソフトの左上端にある戻る・進むボタン（矢印）は使用しないでください。 
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「入札価格入力」画面のイメージ 

 

 
「確認」操作で入力内容が自動的にチェックされ、入札ルール違反等があると、

エラーメッセージが出るので、これに従って修正し、再度「確認」を行います。 
「確認」の結果、入札ルール違反等がない場合は、画面が下に示す「入札価格登

録」画面に変わります。当該画面上で入力内容を目で確かめ、修正が必要な場合は

「戻る」ボタンをクリックして上の「入札価格入力」画面に戻って修正し、「確認」

を行います。修正が不要な場合は、「登録」ボタンをクリックします。これにより入

力内容は一旦システムに登録されますが、まだ正式な入札申込みはされていない状

態となります。 
 

「入札価格登録」画面のイメージ 

 

 「確認」をクリックす

る前に「戻る」をク

リックすると、そ

れまでの入力内

容が全て失われ

るので要注意 

  入力内容を修正す

る必要がある場

合、「戻る」をクリ

ックして入札価格

入力画面に戻る 

  前後のページに

移動する際、矢

印の進む・戻る

ボタンは使わな

いこと（前の画面

に戻るには、画

面下の「戻る」ボ

タンを使う） 
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「登録」を行うと、自動的に「大豆入札取引サイト」

の当初画面（30ページ）に戻ります。さらに異なる売

り手が上場した大豆に入札申込みをしたい場合は、異

なる売り手を選択し、当該売り手に係る大豆について、

これまでと同じ操作を行います。 
 
必要な全ての入札申込みの「登録」が終了した後、赤フォントで表示された「入

札価格確認」欄の「確認」ボタン（右上図を参照）をクリックすると、下に示す「入

札価格確認」画面が現れます。 
 

「入札価格確認」画面のイメージ

 
 
この画面上で入力内容を、再度、良く確認してください。また、入力内容の確認

をパソコンのディスプレイだけでなく、紙に印刷して行いたい場合は、次のいずれ

かの方法でプリンターに出力してください。 
 

Ａ 「入札価格確認」画面をそのまま印刷する方法 

「入札価格確認」画面上部のメニューバーの左端にある「ファイル」をクリック

し、現れたメニューから「印刷」をクリックしてプリンターに出力します。 
 

Ｂ 印刷用画面から印刷する方法 

上記「入札価格確認」画面で「戻る」ボタンをク

リックし、「大豆入札取引サイト」の当初画面（30
ページ）に戻ります。ここで「入札価格確認」欄の

「印刷確認用画面」ボタン（右図を参照）をクリッ

クすると、次ページの「入札価格確認（印刷用）」画

面が現れるので、「印刷」ボタンをクリックしてプリ

ンターに出力します（ただし、この方法では、出力項目が簡素化されています）。 

 下記Aの方法で

印刷する場合

は、ここから印刷

メニューを選択 
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「入札価格確認（印刷用）」画面のイメージ 

 

 
入札内容を印刷して確認し、登録済み入力内容に修正すべき点が見つかった場合

は、「入札価格確認（印刷用）」画面（上図）、「入札価格確認」画面（32ページ）の

いずれの場合も、「戻る」ボタンをクリックして、「大豆入札取引サイト」の当初画

面（30 ページ）に戻り、「入札申込」ボタンをクリックして「入札価格入力」画面

を開き、必要な修正を行い、再度「確認」（入札ルール違反等の自動チェック）、「登

録」及び「入札価格確認」（「確認」、「印刷確認用画面」）の一連作業を行います。 
 
入札申込み内容の確認が完了したら、「大豆

入札取引サイト」の当初画面（30ページ）の

「入札申込確定」欄の「確定」ボタンをクリ

ックします。すると次ページの「入札価格確

定」画面が現れるので、この画面の「確定」

ボタンをクリックすると、入札申込みデータ

がシステムに送信され、入札申込みが完了し

ます。 

 

入札申込みが完了したら、「大豆入札取引サ

イト」の当初画面（30ページ）で、同サイト

から「ログアウト」してください。 
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「入札価格確定」画面のイメージ 

 
 
一旦、入札価格の「確定」処理を行い、ウェブ入札システムが当該入札申込みを

受け付けた後は、当該入札回において、再び「入札申込入力」等の操作により申し

込み内容の修正を行うことは不可能となります。このため、入札申し込み内容を十

分確認する前に、誤って入札価格の「確定」処理をしないようくれぐれもご注意く

ださい。万一、誤った入札内容で「確定」操作をしてしまった場合は、速やかに協

会に電話して「確定」状態の解除を依頼してください（確定解除後、入札価格の修

正のための入力が可能な状態となります）。 
 
なお、同一の買い手登録者から、ウェブ入札とファックスによる入札の両方で重

複して入札が行われた場合は、ファックスによる入札を有効とし、ウェブ入札は無

効とすることとなっています。このため、ウェブ入札で誤った入札申込みをしてし

まった場合は、上記の入札価格の「確定」状態を解除する方法によるほか、ファッ

クスにより入札申し込みをし直すことも可能です。ただし、その場合も、必ず協会

にその旨をご連絡ください。 
 
ウェブ入札システムは、入札申込みを受け付けると、入札者から届出のあったメ

ールアドレスあてに入札確定通知メールを自動送信しますので、メールソフトを立

ち上げて当該メールが届いていることを確認してください。当該メールのイメージ

は次ページの図のとおりです。 
 
 
 
 

 「確定」をクリッ

クすると入札

申込データが

ウェブ入札シ

ステムに送信

され、入札申

込みが完了 
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「入札確定通知メール」のイメージ 

 
 

⑤ウェブ入札システム利用上の留意事項 

  ・入札申込み受付時間：ファックス送信による入札と同様、原則としては入札取引

実施当日の午前10時～12時（正午）ですが、ウェブ入札システムに関する習熟

度やアクセス集中の緩和等を考慮し、ウェブ入札利用申請済みの買い手登録者に

は、入札の都度、その前日にメールで受付時間の延長についてお知らせしていま

す（現在は午前8 時～12 時で運用しています）。なお、受付時間以外の時間帯に

大豆入札取引サイトにログインすることはできません。 
また、午前 12 時（正午）までに入札価格確定の画面上で「確定」処理が行わ

れなかった場合、当該入札申し込みは受理されません。実際に入札価格の「登録」

まで行った後、「確定」処理を忘れて営業に出かけたため、この問題が発生した事

例がありますので、ご注意ください。 
・入札ルールとの整合性チェック：入力内容に関する入力作業時の自動チェックの

結果、入札ルールに違反する部分がある場合は、エラー警告が表示され、当該部

分に関する修正がなされない限り、それより先の操作には進めなくなります。 
  ・「大豆入札取引サイト」内での画面移動に当たっては、画面下に配置されている「戻

る」等のボタンを使用し、ブラウザ画面左上端の「○←」（戻る）、「○→」（進む）ボ

タンは使用しないでください。 
 

（４）ウェブ入札の利用に関する申請の方法 

ウェブ入札を行うためには、予め協会にウェブ入札利用申請を行う必要がありま

す。当該申請手続きについては、毎年産の入札開始に先立って、協会から未申請者

に対しご案内しています（令和元年 10 月 23 日付けで文書を発送しています）が、

取引開始後も、随時、申請を受け付けます。なお、「ウェブ入札利用申請書」は、上

記ご案内時に様式を送付済みです。 
当該申請書を受理・審査した後、協会から申請者にウェブ入札専用の ID 及びパ

abcd@xyz.co.jp 
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スワードを記載した「ウェブ入札システム利用承認通知書」及び詳細な操作方法を

解説したマニュアル冊子「大豆WEB入札システム操作手引き書」をお送りします。

以後の入札取引からは、これを使ってウェブ入札取引サイトにログインし、ウェブ

入札を行うことができるようになります。 
なお、ウェブ入札専用 ID、パスワード発行後も、買い手の都合によりウェブ入札

ができない場合（例えば、入札当日のウェブ入札事務担当者の不在等）は、ファッ

クスで入札申込みをしても差し支えありません。 
協会ホームページの「大豆入札取引登録者ページ」の「その他」の欄に、ウェブ

入札時のパソコン画面操作を模擬的に体験できる「大豆入札取引サイトデモソフト」

を掲載しているので、是非お試しください。また、ご不明な点があれば、ご遠慮な

く協会にお問い合わせください。 
 

６ 落札処理 

（１）落札者・落札価格の決定 

入札データの処理は、入札日当日（通常は水曜日）の午後に行われます。ファック

ス入札による入札票のデータは、取引監視委員3人の立会のもと、大豆入札システム

に入力され、作業完了後、受信済みのウェブ入札データと併せて落札処理が行われま

す。 
単一ロット（通常の上場方法によるもの）及び混合ロット（上場ロットの下限数量

である 9.6 トン未満の粒大、等級、倉所等が異なる小ロットを抱き合わせにして上場

したもの）の場合は、ロットごとに全入札者のうち最高価格で申し込んだ1者が落札

者となり、当該入札価格が落札価格となります。ただし、売り手から落札下限価格設

定の申し出があったロットについては、当該価格以上の入札価格でなければ最高価格

であっても「未達」扱いとなり落札されません。また、複数の入札者が同一の最高価

格で入札している場合は、大豆入札システムにおいて自動的に無作為抽出が行われ、

1者のみが落札者となります。 
一方、同一銘柄複数ロット（大規模ロットを複数の入札単位ロットに分割し、枝番

を付して上場したもの）の場合は、一組の同一銘柄複数ロットごとにその入札単位ロ

ットの総数の範囲内で、入札価格の高いものから順に落札者を決定し、落札者ごとに

その入札価格が落札価格となるため、複数の落札者・落札価格が決定されることにな

ります。この際、入札ロット数の合計が上場入札単位ロットの総数を上回り、かつ、

落札・不落札のボーダーライン上に同一入札価格による落札候補者が複数存在する場

合は、大豆入札システムにおいて自動的に無作為抽出が行われ、上場入札単位ロット

の総数の範囲内で落札者が決定されます。 
 

（２）落札結果の通知 

落札結果については、入札当日に開催される取引監視委員会（立会した委員3人で

構成）において不正の疑い等問題のある入札がないことを確認したうえ、入札日の翌

日（通常は木曜日）に、入札者ごとに入札申し込みロットに関する落札結果（落札し

た場合のほか、不落札、無効札となった場合も含む）をファックスで通知し、無効札

や同一銘柄複数ロットに係る入札価格の自動修正等があった場合は、別途、その旨を

ファックスで通知します。落札結果は、売り手（上場者）に対しても通知します。 
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なお、取引監視委員会において問題ありと判断される入札があった場合は、落札処

理を保留し、入札日の翌日に改めて取引監視委員会（立会者を含め出席可能委員全員

で構成）を開催し、その扱いを決定することとなっています。 
 

７ 売買契約の締結、代金決済、受渡し等 

（１）売買契約の締結 

入札申込をして大豆を落札した買い手に対しては、前記６の（２）の協会からの通

知とは別に、売り手から売買契約書（2 通）が送付されてきますので、内容を確認し

たうえで記名・押印し、速やかに1通を売り手に返送してください。 

なお、売り手が上場数量の大部分を占める全農の場合は、公正な取引を行う観点か

ら、売り手と買い手の情報の不均等性を排除することを目的として、売買契約締結、

代金請求、受渡し等の決済業務は、協会及び全農から業務委託を受けた株式会社アグ

リネットサービス（ＡＮＳ）が代行しています。 

 

（２）代金決済及び受渡し 

売買契約を締結した大豆の受渡期限は、現在のところ入札日から 60 日以内（具体

的な期限月日は売買契約書に明記される）と定められており、この間に代金との引換

えで受渡しを完了させる必要があります。 

このため、買い手は、受渡期限の到来前に、売り手（全農の場合は業務を代行する

（株）アグリネットサービス)が指定した振込先口座に品代金を振り込むとともに、売

り手に荷渡指図書（D/O）の発行依頼書を提出してください（ただし、全集連の場合

は、代金振込み確認後、自動的に荷渡指図書を発行するので、依頼書の提出は不要）。

荷渡指図書は売り手から買い手あてに郵送されてきますので、これを受領したら受渡

期限までに買い手自らが手配して運送トラックを落札大豆の倉所（保管倉庫）に差し

向け、当該荷渡指図書を提示して落札大豆を引き取ってください。 

  

（３）受渡しの遅延、契約不履行等があった場合の措置 
買い手の品代金支払いが受渡期限を経過した後に行われた場合は、経過日数に応じ

て延滞金が発生します（延滞金の金利は売買契約書で規定）。また、支払いが行われた

後、買い手が受渡期限を超えても商品を引き取らない場合は、受渡期限以降の保管経

費及び保管責任は買い手に帰属することとなります。 

買い手が正当な理由なく契約締結あるいは代金決済・受渡しを行わない又は行おう

としない場合は、協会に預託した入札保証金のうち落札額の 10 分の 1 相当額を売り

手及び協会に帰属させることとなっています。また、大豆入札取引委員会の議決を経

たうえで、当該買い手の入札取引（播種前入札取引を含む）への参入制限を課すこと

があります。 

 

（４）事務手続きの詳細 

前記（１）～（３）の事務手続きの詳細については、落札大豆の売り手に応じて、

「（株）アグリネットサービス資料」（61～71ページ）及び「全国主食集荷協同組合連

合会（全集連）資料」（73～79ページ）をご覧ください。 
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８ 落札結果に関する情報提供 

大豆入札取引の目的は、個々の売り手と買い手の間の大豆の売買を成立させるだけで

なく、売買の成立により形成された価格を入札以外の取引（売り手と買い手による契約

栽培取引及び相対取引）に反映させ、ひいては国産大豆の生産を実需者ニーズに即した

方向に誘導することにあります。 
このため、落札により得られた落札価格等のデータに関しては、前記６の（２）の落

札結果通知のほか、次のような方法で買い手登録者、売り手登録者その他の関係者に情

報提供されます。 
 

①各月の入札結果 

各月の落札結果及び当該月までの年産累計の落札結果について、普通大豆、特定加工

用大豆に区分したうえ、産地、粒の大きさ及び品種別に、上場数量、落札数量、平均落

札価格及び落札数量の等級別比率（普通大豆の場合のみ）を集計・整理した資料を、入

札月の月末に、報道機関への提供及び協会ホームページへの掲載により公表します。ま

た、登録者には、当該資料を協会ホームページに掲載した旨をファックス及び電子メー

ルで通知します（特に希望があれば、資料のファックス送信可能）。 
 

②取引指標価格 

各月の落札結果から産地、粒の大きさ、品種銘柄及び等級別に平均落札価格を集計し、

取引指標価格として売り手に提供します（集計区分毎の落札数量を併記し、当該月に落

札実績がない区分については、価格が形成された過去直近月のデータを提示）。 
 

③年産ごとの入札取引結果 

年産ごとに「大豆入札取引年報」を冊子として取りまとめ、登録者、その他の関係者

に配付しています。年産取引終了後、冊子の印刷・配付までには時間を要するので、年

産取引完了後直ちに当該年産を通じた入札取引結果を確認したい場合は、前記8の①の

入札最終実施月の年産累計結果をご覧ください。 
 
（参考）落札結果情報提供時の産地品種銘柄「北海道とよまさり」の取扱い 

産地品種銘柄「北海道とよまさり」は、白目、大・中粒を特色とする複数品種で構成

された北海道の品種群銘柄です。月次落札結果については、平成 25 年産まで「北海道

とよまさり」として集計された数量、価格データのみを提供していましたが、平成 26
年産からは、別途、構成品種別の落札結果についても集計し、情報提供を行っています。 

 

内訳 決定年次 廃止年次
トヨムスメ 1985
トヨコマチ 1988
カリユタカ 1991 2005
トヨホマレ 1994
トヨハルカ 2005

 ユキホマレ 2001
 ユキホマレＲ 2010

とよみづき 2012
とよまどか 2018

注：ユキホマレとユキホマレＲは、両品種を併せてユキホマレとして扱われる。

優良品種
産地名 品種群銘柄名

品種群構成品種名

ユキホマレ

北海道 とよまさり
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第２章 国産大豆の規格 

 

大豆の収穫後入札取引は、青果市場のように買い手が現物を確認して品質等を

判断したうえで入札するのではなく、売り手からの情報に基づいて作成された入

札ロット明細書に示された産地品種銘柄、粒の大きさ、等級等の情報を手がかり

に入札する仕組みとなっています。 

これらの情報は、農産物検査法に基づく農産物検査の受検結果で、検査の基準

等は農産物規格規程で定められています。以下、その概略をご紹介します。 

 
１ 検査規格 

農産物検査法に基づく農産物規格規程の内容を示すと、以下のとおりです。 

品位は、最低限度（粒度等高い方が良い項目）あるいは最高限度（被害粒等の

割合等低い方が良い項目）が数値で示されており、平均的に評価するのではなく、

ある事項が一定の限度をクリアしていない場合は、その等級には該当せず、それ

より下位の等級等に格付けされます。なお、パーセントで示される数値は、小数

点第 1 位を四捨五入した値であり、例えば、最高限度が 0％の場合、0.4％までは

許容されます。 

 

◆　国産大豆の検査の基準等
（１）種類
　　普通大豆、特定加工用大豆及び種子用大豆（粒の区分は、いずれも大粒、中粒、小粒及び極小粒）
（２）銘柄
　　普通大豆及び特定加工用大豆
　　　イ　大粒大豆及び中粒大豆
　　　　 　　産地品種銘柄

　　　ロ　小粒大豆及び極小粒大豆
　　　 　　　産地品種銘柄

（３）規格
　　　イ　量目（略）
　　　ロ　荷造り及び包装（略）
　　　ハ　品位（以下はオリジナルの表を整理・編集したもので、種子用大豆に係る部分は略した）

計
（％）

著  し  い
被害粒等

％

異種穀粒
（％）

異物
（％）

１等 70 １等標準品 15.0 15 1 0 0
２等 70 ２等標準品 15.0 20 2 1 0
３等 70 ３等標準品 15.0 30 4 2 0

規格外

合格 70 標準品 15.0 35 5 2 0

規格外
特定加工用大豆 合格の品位に該当しない大豆であって、異種穀粒及び異物が50％以上混入

していないもの。

水分
（％）

被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物
等級種類

普通大豆

最低限度 最高限度

１等から３等までのそれぞれの品位に該当しない大豆であって、異種穀粒及び
異物が50％以上混入していないもの。

粒度
（％）

形質

道府県 品種

北海道 スズヒメ、スズマル及びユキシズカ

（以下、略）

道府県 品種

北海道
秋田（大粒大豆を除く。）、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、ツルム
スメ、とよまさり、ハヤヒカリ（大粒大豆を除く。）、光黒及びゆきぴりか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、略）
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（関係資料） 

農林水産省ホームページで、 
ホーム > 生産 > 米と麦 > 米麦の検査 > 農産物検査を行う産地品種銘柄の取扱いについて 

を開くと、農産物規格に関する情報が掲載されています。 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/index.html 

 
２ 検査の実施 

農産物検査は、以前は、国家公務員である食糧事務所の検査官が行っていまし

たが、現在は、農産物検査法に基づいて農林水産大臣の登録を受けた登録検査機

関が行っています。 

附

定義

３　形質：充実度、粒形、色沢、粒ぞろい等をいう。
４　水分：常圧加熱乾燥法のうち、105度乾燥法によるものをいう。

８　異品種粒：その品種以外の大豆の粒をいう。
９　異種穀粒：大豆を除いた他の穀粒をいう。
10 異物：穀粒を除いた他のもの及び死豆（充実していない粉質状の粒）をいう。
11 発芽率：略

資料：農産物検査法に基づく農産物規格規程（農林水産省告示）を整理・編集して作成

５　被害粒：損傷を受けた粒（病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒、皮切れ粒、はく皮粒等）をいう。ただし、普通大
豆にあっては、損傷が軽微で製品の品質の影響を及ぼさない程度のものを、特定加工用大豆にあっては製品の
品質に影響を及ぼさない程度のものを除く。

小粒大豆

１　北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の3等のもの及び特定加工用大豆の合格のものに限り、そ
の水分の最高限度は、前ページの表の数値に１．０％を加算したものとする。
２　普通大豆及び特定加工用大豆の小粒大豆の産地品種銘柄にあっては直径６．１ミリメートル（北海道で生産さ
れたものにあっては直径６．７ミリメートル）の丸目のふるいをもって分け、極小粒大豆の産地品種銘柄にあっては
直径５．５ミリメートルの丸目のふるいをもって分け、ふるいの上の残る粒の全量に対する重量比が１０％未満でな
ければならない。

３　普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色及び青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の色のもの
の粒が１等のものあっては０％、２等のものにあっては５％、３等のものにあっては１０％を超えて混入していてはな
らない。
４　特定加工用大豆の規格は、豆腐・油揚、しょうゆ、きな粉等製品の段階において、大豆の原形を止めない用途
に使用される大豆に適用する。

区分

中粒大豆

極小粒大豆

５～６　略（種子大豆関係）

7　包装には、政策統括官が別に定めるところにより、あらかじめ農産物検査員が包装の規格に適合するものとし
て確認を行った麻袋、樹脂袋又は紙袋を使用していなければならない。

1　百分率：全量に対する重量比をいう。

つるの子及び光黒（北海道で生産されたもの）

２　粒度：次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる大きさの目の丸目ふるいをもって
分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。

６　未熟粒：成熟していない粒をいう。

７　著しい被害粒等：被害粒のうち著しく損傷を受けたもの及び未熟粒のうち著しく充実度が劣るものとして政策
統括官が定めるものをいう。

12 整粒等：整粒（被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。）、未熟粒及び被害粒（原形の2分の1
以下の破砕粒、子葉が１枚の破砕粒、及び種皮が完全に離脱したはく皮物を除く。）をいう。

直径7.3㎜
直径5.5㎜
直径4.9㎜

ふるい目の大きさ

直径8.5mm大粒大豆
オオツル（群馬県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府及び
兵庫県で生産されたもの）

直径7.9mm

適用される産地、品種の限定
直径9.1㎜ タマフクラ（北海道で生産されたもの）

ミヤギシロメ（岩手県及び宮城県で生産されたもの）
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（関係資料） 

農産物検査法の関係法令については、政府のインターネットによる法令データ

提供システム「イーガブ（e-Gov）法令検索」にアクセスし、法令索引検索で「農

産物検査法」と入力すると関係法令リストが現れるので、閲覧したい法令をクリ

ックして条文を見ることができます。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ 
 
３ 大豆の検査結果 

大豆の農産物検査の結果については、農水省ホームページの「米麦の検査」の

ページに大豆の検査結果が掲載されています。 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/index.html 
 
４ 大豆の規格及び検査に関する解説 

農林水産省担当者による大豆の規格及び検査に関する解説が、（公財）日本豆類

協会発行による季刊誌「豆類時報」No.45 に掲載されており、同協会のホームペ

ージで閲覧することができます（巻別検索画面で No.45 を選択してください）。 
https://www.mame.or.jp/library/zihou/zihou.html 
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第３章 国産大豆の銘柄 

 
１ 産地品種銘柄とは 

大豆を始め穀物の取引を行う際には、品質を判断するための基準として、農産

物検査による等級等の品位のほか「銘柄」も重要な要素の 1 つとされています。 
 
国内農産物の検査規格における「銘柄」には、農産物の種類ごとに生産・流通

等の実態を踏まえ、次のような区分があります。 
 

①産地銘柄：一定の産地（原則として都道府県の区域、以下同様）で生産された

農産物が、品種又は品種群にかかわらずほぼ同じ程度の品質を示すことから、農

産物の取引等において当該産地を特定する必要があるもの 
②品種銘柄：生産された一定の品種又は品種群の農産物が、産地にかかわらず、

ほぼ同じ程度の品質を示すことから、農産物の取引等において当該品種又は品種

群を特定する必要があるもの 
③産地品種銘柄：一定の産地で生産された一定の品種又は品種群の農産物が、他

の産地で生産された同一品種若しくは品種群又は同一産地で生産された他の品種

若しくは品種群との間で一定の品質差を示すことから、農産物の取引等において

当該産地及び品種又は品種群を特定する必要があるもの 
 
 大豆の場合、③の産地品種銘柄が適用されています。ちなみに米穀、麦及びそ

ばも大豆と同様ですが、小豆及びいんげんには①の産地銘柄が適用されています。 
 
大豆の産地品種銘柄については、農産物規格規程において、次のように規定さ

れています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七 大豆 

（一）種類 

イ 普通大豆及び特定加工用大豆 

       大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆 

ロ 種子大豆 

大粒大豆 中粒大豆 小粒大豆 極小粒大豆 

（二）銘柄 

    普通大豆及び特定加工用大豆 

イ 大粒大豆及び中粒大豆 

       産地品種銘柄 

       産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げ

る品種とする。 

（注：上記は縦書きの原文をそのまま記載。横書きに改めたので、上欄は左欄、下欄は右欄と読み替える。） 
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例えば、「北海道大袖の舞」という産地品種銘柄の場合、「北海道」は産地名

（生産地の道府県名）を示し、「大袖の舞」は品種名を示しています。 
 

産地品種銘柄の設定は、申請に基づいて産地（都道府県）ごとに決められま

すが、毎年のように追加、廃止等の変更があります。なお、設定に際しての基

本的要件については、農林水産省の通達（農産物検査に関する基本要領（平成

21 年 5 月 29 日付け 21 総食第 213 号総合食料局長通知））において、次のよう

に規定されています。 
 

①農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。 
②品種銘柄及び産地品種銘柄については、農産物規格規程に定める品位規格の 
適用が可能であること。 
③品種銘柄及び産地品種銘柄については、原則として、当該都道府県において

奨励されている品種であること。 
④品種銘柄及び産地品種銘柄については、当該産地において、当該品種の収穫

物が、種苗法（平成10年法律第83号）第19条に規定する育成者権の侵害の行為

を組成するものでないこと。 
⑤品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品

質の観点から、複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当である

こと。 
⑥大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ（大粒・中粒・小粒・

極小粒）を踏まえたものであること。 
 

２ 粒の大きさの種類 

産地品種銘柄では、産地、品種のほか、粒の大きさの種類も示されます。農産

物規格規程における粒の大きさの種類に関する基準を表形式で整理してみると、

 

道府県 品種 

北海道 秋田（大粒大豆を除く。）、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの

子、ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ（大粒大豆を除く。）、光黒及びゆきぴりか 

（以下、府県の品種が続くが略） 

  ロ 小粒大豆及び極小粒大豆 

     産地品種銘柄 

産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道県において生産された同表の下欄に掲げる品種 

とする。 

 道県 品種 

北海道 スズヒメ、スズマル及びユキシズカ 

（以下、県の品種が続くが略） 
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次ページの別表１「大豆の粒の大きさの区分とその判定基準」のとおりです。 

 

粒の大きさの区分ごとに、表中の「ふるい目の大きさ」の欄で示されたふるい

でふるい分け、ふるい上に残った粒の重量を全重量で除して求めた数値を％で表

した値は「粒度」と呼ばれ、普通大豆 1 等～3 等の品位又は特定加工用大豆合格

の品位に適合するか否かを判定する際の基準の 1 つとされています。農産物規格

規程においては、この粒度の最低限度は各品位とも 70％と決められており、さら

に小粒又は極小粒については、表中の［ ］書きした目の大きさのふるいでふる

い分け、ふるい上に残る粒の重量比が 10％未満でなければなりません。 
 

 大粒・中粒銘柄の大豆は、粒が大きく製品歩留まり上有利なため、主に豆腐等

に用いられ、外観を重視する煮豆にも適しています。なお、大粒・中粒の産地品

種銘柄となっている品種、例えば「福岡フクユタカ」の場合、産地が福岡県、品

種がフクユタカであっても、粒の大きさが大粒又は中粒の基準に適合しない場合

は、小粒の基準を満たしていても、農産物検査において産地品種銘柄「福岡フク

ユタカ」とは認められません。また、大粒・中粒に区分される大豆の中には、農

産物検査において粒の大きさが大粒に該当する場合は産地品種銘柄として認証さ

れないもの（以下「中粒銘柄」という）があります（北海道秋田、北海道ハヤヒ

カリ及び青森オクシロメ）。 
 
一方、粒が小さく、納豆用に適する大豆は小粒・極小粒銘柄とされます。なお、

小粒・極小粒の産地品種銘柄となっている品種、例えば「茨城納豆小粒」の場合、

産地が茨城県、品種が納豆小粒で、小粒の粒度の規準（5.5 mm のふるいの上に

残った粒の重量比が 70％以上）を満たしていても、6.1mm のふるい上に残る粒

の重量比が 10％以上のため小粒の基準に適合しない場合は、農産物検査において

産地品種銘柄「茨城納豆小粒」とは認められません。 
 
上記のような農産物検査において粒の大きさの関係から産地品種銘柄として認

められない大豆の粒の大きさの種類については、全国集荷団体（売り手）の自主

規格においては、次のように表示されます。 
 

○大粒・中粒銘柄で、農産物規格規程の小粒の基準を満たすもの：小粒 
○中粒銘柄で、農産物規格規程の大粒の基準を満たすもの：大粒 
○中粒銘柄で、農産物規格規程の小粒の基準を満たすもの：小粒 
○小粒・極小粒銘柄で、粒度は農産物規格規程の小粒の規準を満たすが、6.1mm
（北海道産の場合は 6.7mm）以上の粒の重量比が 10％以上のもの：（小粒）（「か

っここつぶ」と称する） 
○小粒・極小粒銘柄で、粒度は農産物規格規程の極小粒の規準を満たすが、5.5mm
以上の粒の重量比が 10％以上のもの：（極小粒）（「かっこごくこつぶ」と称する） 
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大豆の収穫後入札取引においては、このような粒の大きさの関係から産地品種

銘柄としては認められない大豆も上場可能です（ただし、（極小粒）は上場不可）。 
 

別表１ 大豆の粒の大きさの区分とその判定基準 

粒の大きさの区分 
判定基準 

（ふるい目と粒度） 
産地・品種に関する限定等 生産者自主規格 

大粒・中粒 

大 粒 

9.1mm/70%以上 

（右の産地・品種に限

り、特別の基準を満た

さないと中粒扱い） 

タマフクラ 北海道  

8.5 mm/70%以上 

（右の産地・品種に限

り、特別の基準を満た

さないと中粒扱い） 

つるの子、光黒 北海道  

ミヤギシロメ 岩手県、宮城県 

オオツル 

群馬県、富山県、石

川県、福井県、滋賀

県、京都府、兵庫県 

7.9mm/70%以上 

（一般的な大粒） 

上記以外の大粒・中粒の産地・品種が

該当、ただし、北海道秋田、同ハヤヒカ

リ及び青森オクシロメに関しては、左の

基準の大粒に該当しても産地品種銘柄

として認証されない（産地品種銘柄扱

いされるのは中粒のみ） 

8.5mm 基準に該

当せず 7.9 ㎜基

準に該当するミヤ

ギシロメ：ミヤギシ

ロメ大（中粒扱い） 

中 粒 
7.3mm/70%以上 

（一般的な中粒） 

大粒・中粒の産地・品種で、左の基準を

満たすもの 

 

小 粒・ 

極小粒 

小 粒 

5.5mm/70%以上 

［6.1mm(北海道産 

6.7mm)/10%未満］ 

粒度の基準（5.5 ㎜/70％以上）を満た

し、かつ、6.1 mm（北海道産は 6.7 

mm）のふるい上に残る粒の全量に対

する重量比が 10％未満であるもの 

左 の 重 量 比 が

10％以上で小粒

に該当しないも

の：（小粒） 

極小粒 
4.9mm/70%以上 

［5.5mm/10％未満］ 

粒度の基準（4.9 ㎜/70％以上）を満た

し、かつ、5.5mm ふるい上に残る粒の

全量に対する重量比が 10％未満であ

るもの 

左 の 重 量 比 が

10％以上で極小

粒に該当しないも

の：（極小粒） 

注 1：ふるいの目の大きさの値は、粒度の測定に用いる丸目のふるいの目の直径を表す。 

注 2：粒度とは、大豆を粒の大きさの区分に対応したふるいでふるい分け、ふるい上に残る粒の全体に占める重量割

合で、基準値はいずれの粒の大きさの区分とも 70％以上。 

資料：「農産物規格規程」（農林水産省告示）から関係部分を整理・編集して特農協会において作成 

 
３ 産地品種銘柄 

令和元年産の普通大豆及び特定加工用大豆の産地品種銘柄は、別表 2「令和
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元年産大豆の産地品種銘柄一覧表」（48 ページ）のとおりです。なお、前年産

からの変更（追加、改名又は廃止）は、次表のとおりです。 
 

令和元年産で前年から変更のあった大豆の産地品種銘柄 
産地（県） 追加された品種 改名された品種 廃止された品種 

群馬県 里のほほえみ － － 

鳥取県 星のめぐみ － － 

資料：農林水産省「令和元年産普通大豆及び特定加工用大豆（大粒大豆及び中粒大豆）の産地品種銘柄一覧」及

び「令和元年産普通大豆及び特定加工用大豆（小粒大豆及び極小粒大豆）の産地品種銘柄一覧」から作成 

 

４ 品種群として設定された産地品種銘柄 

産地品種銘柄に係る品種は、通常は特定の1品種ですが、前記1の産地品種銘柄

の設定に際しての基本的要件の⑤（43ページ）の考え方により、複数品種を同一

銘柄にまとめた「品種群」が設定されている場合があります。 
 
令和元年産大豆における品種群の設定状況は次のとおりです。前年産からの変

更点は、滋賀県において既存品種の「ことゆたか」とこれに難裂莢性を付与した

新品種「ことゆたかA1号」からなる品種群銘柄「滋賀ことゆたか」が新たに設定

されたこと、北海道において豆腐加工適性に優れた新品種として平成30年に優良

品種に指定された「とよまどか」が「北海道とよまさり」に追加されたことです。 
 
令和元年産大豆の産地品種銘柄における品種群の設定状況 

産地（道県） 品種群銘柄 品種群を構成する品種 

北海道 

秋田 カリカチ、キタムスメ 

大袖振 アサミドリ、吉岡大粒、早生緑 

つるの子 ユウヅル、ゆめのつる 

とよまさり 
トヨコマチ、トヨハルカ、トヨホマレ、とよまどか＊、とよみづき、トヨムス

メ、ユキホマレ、 

スズマル スズマル、スズマルＲ 

富山県 エンレイ エンレイ、えんれいのそら 

愛知県 フクユタカ フクユタカ、フクユタカＡ１号 

滋賀県 ことゆたか※ ことゆたか＊、ことゆたかＡ１号＊ 

兵庫県 サチユタカ サチユタカ、サチユタカＡ１号 

注：1 北海道の「とよまさり」構成品種である「ユキホマレ」は、「ユキホマレ」及び「ユキホマレＲ」である。 

2 黒大豆の品種群は掲載を省略した。 

3 ※印・太字は令和元年産で新たに設定された品種群銘柄、＊印・太字は新たに追加された構成品種である。 

資料：農林水産省「令和元年産普通大豆及び特定加工用大豆（大粒大豆及び中粒大豆）の産地品種銘柄一覧（別

表）品種群について設定されている産地品種銘柄一覧」及び「令和元年産普通大豆及び特定加工用大豆（小粒大

豆及び極小粒大豆）の産地品種銘柄一覧（別表）品種群について設定されている産地品種銘柄一覧」から作成 
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なお、近年、既存の普及品種と、DNAマーカー育種手法等により当該普及品種

の農業特性、加工適性等は維持しつつ難裂莢性、虫害抵抗性等の特定形質のみを

ピンポイント的に付与した新品種を組合せて品種群を設定し、品種群銘柄名は既

存普及品種名を踏襲する例が多くみられます。 

 

しかし、かつては国産大豆の旧来の主要用途であった煮豆用等を想定し、主に

外観上の特性・品質に着目して設定してきた経緯があるため、品種群による産地

品種銘柄の各構成品種は、必ずしも加工適性が斉一であるとは限らない場合があ

ることに留意する必要があります。例えば、「北海道とよまさり」を構成する各品

種の加工適性の概略は、次のとおりです。 

 

品種群銘柄「北海道とよまさり」構成品種の加工適性の概要 

品種群名 品種名 
用途 

煮豆 納豆 豆腐 味噌 その他の用途 

とよまさり 

トヨコマチ ◎   ○    

トヨハルカ ◎ ◎ ○ ◎  

トヨホマレ ◎   ○     

とよみづき ○ ○ ◎ ○   

とよまどか ○ ○ ◎ ○  

トヨムスメ ◎   ○     

ユキホマレ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 

注1：◎印は主用途であることを示す。 

注2：「とよまどか」は、令和元年産から追加された構成品種である。 

資料：農林水産省ホームページの「国産大豆品種事典（国産大豆の品種特性（平成３１年３月）」から作成 

 

入札取引への上場は原則として産地品種銘柄別に行われ、品種群銘柄について

構成品種の別は示されませんが、「北海道とよまさり」に限っては、上記のような

事情を考慮して、平成26年産入札取引から品種群構成品種別に区分して上場して

います。 
 
  



 - 48 - 

別表 2 令和元年産大豆の産地品種銘柄一覧表 

 

大粒・中粒 中粒

北海道
大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、
ツルムスメ、とよまさり、ゆきぴりか

秋田、ハヤヒカリ
スズヒメ、スズマル、
ユキシズカ

青森県 おおすず、シュウリュウ オクシロメ

岩手県
青丸くん、シュウリュウ、スズカリ、ナンブシロメ、ミヤギシロメ、
ユキホマレ、リュウホウ

コスズ、すずほのか

宮城県
あきみやび、あやこがね、きぬさやか、タチナガハ、タンレイ、
ミヤギシロメ

すずほのか

秋田県 秋試緑一号、あきたみどり、すずさやか、タチユタカ、リュウホウ コスズ

山形県
あやこがね、エンレイ、里のほほえみ、スズユタカ、タチユタカ、
リュウホウ、シュウリュウ

すずかおり

福島県
あやこがね、おおすず、スズユタカ、タチナガハ、ふくいぶき、
里のほほえみ

コスズ、すずほのか

茨城県 タチナガハ、ハタユタカ、里のほほえみ 納豆小粒

栃木県 里のほほえみ、タチナガハ 納豆小粒

群馬県 オオツル、タチナガハ、ハタユタカ、里のほほえみ※

埼玉県 エンレイ、行田在来、タチナガハ、白光、里のほほえみ

千葉県 サチユタカ、タチナガハ、フクユタカ

山梨県 あやこがね、ナカセンナリ

長野県 ギンレイ、すずほまれ、タチナガハ、つぶほまれ、ナカセンナリ すずろまん

静岡県 フクユタカ

新潟県 あやこがね、エンレイ、スズユタカ、タチナガハ、里のほほえみ コスズ、すずろまん

富山県 エンレイ、オオツル、シュウレイ

石川県 あやこがね、エンレイ、里のほほえみ、フクユタカ コスズ

福井県 あやこがね、エンレイ、オオツル、里のほほえみ、フクユタカ

岐阜県 アキシロメ、タチナガハ、中鉄砲、つやほまれ、フクユタカ

愛知県 フクユタカ

三重県 タマホマレ、フクユタカ すずおとめ

滋賀県 エンレイ、オオツル、ことゆたか、タマホマレ、フクユタカ

京都府 エンレイ、オオツル、京白丹波、サチユタカ、タマホマレ

兵庫県
あやこがね、オオツル、こがねさやか、サチユタカ、タマホマレ、
夢さよう、たつまろ

奈良県 あやみどり、サチユタカ

鳥取県 エンレイ、サチユタカ、すずこがね、タマホマレ、星のめぐみ※

島根県
青丸くん、サチユタカ、シュウレイ、タマホマレ、トヨシロメ、
ナカセンナリ、フクユタカ

岡山県 サチユタカ、タマホマレ、トヨシロメ、フクユタカ

広島県 アキシロメ、あきまろ、サチユタカ

山口県 サチユタカ、フクユタカ

徳島県 フクユタカ

香川県 フクユタカ

愛媛県 サチユタカ、フクユタカ

高知県 サチユタカ、フクユタカ

福岡県 キヨミドリ、フクユタカ、ちくしＢ５号 すずおとめ

佐賀県 フクユタカ、むらゆたか

長崎県 フクユタカ

熊本県 フクユタカ、むらゆたか すずおとめ、すずかれん

大分県 フクユタカ すずおとめ

宮崎県 キヨミドリ、フクユタカ

鹿児島県 フクユタカ すずおとめ

資料：農産物規格規程（平成13年2月28日農林水産省告示244号）及び令和元年産産地品種銘柄一覧から作成

　　 2　※印・太字で表した産地品種銘柄は令和元年産で新たに設定されたものである。

　　 3　「大粒大豆及び中粒大豆」のうち「中粒」の産地品種銘柄は、大粒が産地品種銘柄から除かれているもの。

　 　4　黒大豆の産地品種銘柄は省略した。

　　　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/

普通大豆及び特定加工用大豆の産地品種銘柄

注：1 上記資料は、農林水産省ホームページの下記URLに掲載されている。

都道府県 大粒大豆及び中粒大豆
小粒大豆及び極小粒大豆
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第４章 大豆入札販売計画 
 

生産者から売り渡しの委託を受けて集荷又は販売する生産者団体等（大豆入札

取引の売り手登録者）は、農林水産省の通達（国産大豆の生産計画及び集荷・販

売計画作成要領）に基づき、毎年 11 月から翌年 10 月まで期間を対象として、国

産大豆の「集荷・販売計画」を作成することとなっています。 
 
この「集荷・販売計画」は、生産者団体等が集荷・販売する大豆について、産

地別、品種別、時期別及び取引方法別（入札取引、契約栽培取引、相対取引）の

集荷・販売予定数量を定めたものです。 
 
作成された計画は、国産大豆の関係者相互間で情報の共有化を図るものとされ

ており、具体的には、毎年 11 月下旬頃に農林水産省主催により開催される「国

産大豆に係る情報交換会」（令和元年は 11 月 29 日に開催予定）で報告され、農

林水産省ホームページ内の「大豆のホームページ」において公表されます。 
 
また、協会は「大豆の入札取引に係る業務規程」に基づき、当該年産の大豆収

穫後入札取引が開始される前に、入札販売予定に関する売り手からの報告内容を

整理して、年間及び期別並びに主要産地品種銘柄等別の入札販売予定数量を定め

た「入札販売計画」を作成し、買い手登録者にメール及びファックスにより通知

するとともに、協会ホームページに掲載することにより公表します（通知・公表

の時期は、上記「国産大豆に係る情報交換会」開催後）。 
  
 なお、「入札販売計画」における「産地品種銘柄等」とは、産地品種銘柄として

設定されている品種であっても、粒の大きさ等の関係から農産物検査で産地品種

銘柄として認証されなかった大豆を含むという意味です。また、「主要産地品種銘

柄等」とは、売り手登録者ごとに販売予定総数量が 500 トン以上の産地品種銘柄

等です。 
 
 
（参考） 

 

●「集荷・販売計画」の掲載場所（農林水産省ホームページ） 
大豆のホームページ：http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/ 

 
●「入札販売計画」の掲載場所（（公財）日本特産農産物協会ホームページ） 
大豆の収穫後入札取引について：http://www.jsapa.or.jp/soy01/index.html 
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第５章 大豆収穫後入札取引登録状況及び登録手続き 

 

１ 令和元年産大豆収穫後入札取引登録状況 

（１）売り手登録者数 

   令和元年産売り手登録者：2者 

前年産売り手登録者のうち登録を継続した者：2 者 
  

（２）買い手登録者数 

令和元年産買い手登録者：159 者（事業所数ベース、以下同様） 

前年産買い手登録者のうち登録を継続しなかった者：7 者 
前年産買い手登録者のうち登録を継続した者：158 者 
新規買い手登録者：1 者 
 

（３）令和元年産大豆収穫後入札取引登録者一覧表 

   次ページ以降に掲載 
 

（参考）収穫後入札取引に係る登録者数の年次推移 

大豆の年産 

（11 月～10 月） 

売り手登録者数 買い手登録者数 

 うち全国団体 事業体数 事業所数 

平成 12 年産 6 2 140 140 
平成 13 年産 2 2 148 155 
平成 14 年産 2 2 161 168 
平成 15 年産 2 2 180 187 
平成 16 年産 2 2 185 193 
平成 17 年産 2 2 181 189 
平成 18 年産 2 2 184 192 
平成 19 年産 2 2 180 187 
平成 20 年産 2 2 182 189 
平成 21 年産 2 2 184 191 
平成 22 年産 2 2 180 187 
平成 23 年産 2 2 167 173 
平成 24 年産 2 2 170 176 
平成 25 年産 2 2 170 176 
平成 26 年産 2 2 166 172 
平成 27 年産 2 2 167 173 
平成 28 年産 2 2 167 173 
平成 29 年産 2 2 164 170 
平成 30 年産 2 2 159 165 
令和元年産 2 2 154 159 

前年産からの増減 0 0 △5 △6 
注：事業所数は、1 事業体における本社・支店等の複数事業所の登録をカウントしたもの。 
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令和元年産大豆収穫後入札取引登録者一覧表 

 

所在都道府県 名称

全国農業協同組合連合会

全国主食集荷協同組合連合会

所在都道府県 名称
アグリシステム株式会社
株式会社藤井
株式会社ナカシン
株式会社山松松田商店
株式会社鈴木商店
有限会社北武サービス（北海道営業所）
長谷部商事株式会社
株式会社丸勝
四國物産株式会社（帯広支店）
大和雑穀株式会社
株式会社山本忠信商店
株式会社萩原敬造商店
株式会社バイオテック
株式会社北星農産
共栄食品器材有限会社
昭産商事株式会社北海道支店
岩田醸造株式会社
三箇株式会社（札幌東支店）
株式会社船戸雑穀
株式会社カネマル
合同会社山福
株式会社米万商店
有限会社辻口商店
株式会社みちのく松善
上北農産商事株式会社

岩手県 関庄糧穀株式会社
三倉産業株式会社
菅原　嘉雄（菅原食品）
伊藤　栄一（良元商店）
株式会社大豆カンパニー
鈴木源三郎商店株式会社
株式会社三浦
関　浩一（関一商事）
株式会社タツミ米穀
関東穀粉株式会社
有限会社アグリクリエイト
だるま食品株式会社
株式会社日清商会
有限会社高島屋
あづま食品株式会社

群馬県 株式会社本井新太郎商店
株式会社吉田文吾商店
埼玉糧穀株式会社
株式会社相原商店
株式会社ミツマ
株式会社ワイエスコーポレーション
互明商事株式会社
株式会社木村商店
朋和商事株式会社
富士商事株式会社
武陽食品株式会社
株式会社横溝商店
篠崎商事株式会社
三幸食品株式会社

東京都

青森県

宮城県

山形県

茨城県

栃木県

埼玉県

売り手登録者の名称

東京都

買い手登録者の名称

北海道
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所在都道府県 名称
株式会社岩崎清七商店
東邦物産株式会社
山口物産株式会社
三冨実業株式会社
東北物産株式会社
株式会社シモヤマ
全国農協食品株式会社
アリックス株式会社
ベイシン貿易株式会社
株式会社芳コーポレーション
株式会社日本精米
大倉アグリ株式会社
永和産業株式会社

神奈川県 神保株式会社
神山物産株式会社長岡支店
丸七商事株式会社
橋本商事株式会社
株式会社新潟ケンベイ
新和商事株式会社
有限会社松田卯之七商店
有限会社油屋久助商店
株式会社佐野屋
丸七商事株式会社（富山営業部）
北川製油株式会社
松木商事株式会社
株式会社あいち研醸社（富山営業所）
富山県豆富商工組合

石川県 株式会社ゼントウ
福穀食糧株式会社
株式会社カクダイ
松本ノーサン株式会社
有限会社長野穀販
上穀商事株式会社
共伸産業株式会社
川島　幸雄（川島製油）
東海澱粉株式会社
株式会社望月仁平治商店
有限会社川口喜代二商店
株式会社Ｊ－ウィズ（静岡支店）
朋和商事株式会社（名古屋支店）
株式会社枇杷島農園
株式会社ヤマサン
豆時本店株式会社
株式会社水野誉十郎商店
株式会社あいち研醸社
櫛田株式会社
大津屋物産株式会社
伸光商事株式会社
西尾製粉株式会社
ブラジル屋佐藤株式会社
大榮産業株式会社
サントウ商事株式会社
フルト株式会社
西口　鉄也
北川雑穀株式会社
村田米穀株式会社
株式会社北尾吉三郎商店
関西雑穀株式会社
株式会社丸十商店
株式会社松尾商店
株式会社湯葉弥

東京都
（続き）

愛知県

静岡県

三重県

滋賀県

京都府

新潟県

富山県

福井県

長野県

岐阜県
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２ 大豆収穫後入札取引買い手登録の手続き 

（１）新規に登録する場合 

大豆収穫後入札取引の買い手登録は、年産ごとに行います。新しい年産の大

豆収穫後入札取引は、例年、11 月~12 月に開始されますが、新規登録に関して

は、前年産の大豆収穫後入札取引が終了した後、通常は 8 月頃から協会ホーム

ページで案内を行い、9 月末まで申請を受け付けます（受付期間以外の申請は

受理しません）。参加資格及び申請に必要な書類は次のとおりです。 
 
ア 参加資格 

大豆収穫後入札取引の買い手として登録申請できるのは、大豆の販売事業を

所在都道府県 名称
株式会社かね善
互明商事株式会社（大阪支店）
兼松ソイテック株式会社
中井産業株式会社
高鍋商事株式会社
有限会社岡田食糧
京阪株式会社
サングレイン株式会社
津田物産株式会社
有限会社エムケード
杉原産業株式会社

奈良県 株式会社寺田商店
島根県 島根米穀株式会社

株式会社四方一商店
株式会社田中帝一商店
株式会社渡谷商店
株式会社中丈
株式会社白石商店
株式会社藤正
リヨーコクシヨウジ株式会社
株式会社柳屋商店
フジタ株式会社
大西商事株式会社
合名会社松田商会
中村物産株式会社

徳島県 株式会社岩城商店
株式会社佐々木商店
正金醤油株式会社
株式会社マエダ
株式会社シンツ　松山本社
株式会社ニチリウ永瀬
三幸食品株式会社（九州支店）
株式会社石井商店
株式会社キュウトウ
株式会社ふくれん
株式会社プラスエスコーポレーション
久保商事株式会社
株式会社森光商店
安部商事株式会社
島原食糧販売株式会社
ふれあいの里清水
古閑産業合資会社
株式会社内田安喜商店

大分県 原田製油有限会社

愛媛県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大阪府

兵庫県

岡山県

広島県

山口県

香川県
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行う者（問屋等）、大豆を使用した製品の製造を行う者（加工業者）又はこ

れらの者が構成する法人であって、協会が定める「大豆の入札取引に係る業

務規程」及び「大豆の収穫後入札取引に係る買い手登録者遵守事項」に従っ

て入札取引に参加することに同意した者です。 
 

イ 申請に必要な書類 

（ア）大豆収穫後入札取引登録申請書（買い手） 
（イ）登録申請書に押印した代表者印に係る印鑑登録証明書 
（ウ）大豆収穫後入札取引買い手登録者届出事項一覧表 
（エ）入札保証金返還口座届出書 
（オ）登録申請書添付書類（法人、個人の別により以下の書類） 

（法人が申請する場合） 
①定款等（事業内容に大豆に係る事項が記載されている必要あり） 
②登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 
③直近事業年度の事業収支状況及び事業用資産に関する資料（（貸借対

照表、損益計算書等の決算書類） 
（個人として申請する場合） 
①住民票抄本（申請者の氏名、住所を証する書類）及び履歴書（大豆の

販売又は加工に係る経歴が記載されている必要あり） 
②申請者の最近の収入・財産状態を明らかにする書類（所得証明書（又

は課税証明書）、預金残高証明書等） 
 
ウ 審査 

協会は、登録申請を受理した後、申請書類を審査し、登録要件を満たしてい

ると判断される場合は、申請者あてにその旨を通知するとともに、登録料の支

払いに関するご案内をします 
 
エ 登録料の支払い 

申請者には、協会が指定する期限までに、次の振込先に登録料として 1 万円

（消費税を含む）を振り込んでいただきます。なお、払込手数料は、申請者が

ご負担ください。 
 

【登録料の振込先】 

金融機関：三菱 UFJ 銀行虎ノ門支店 
預金種類：普通預金 
口座番号：1668929 
口座名義：ザイ）ニホントクサンノウサンブツキヨウカイ 
 

オ 登録通知 

登録料の入金を確認後、大豆収穫後入札取引の買い手登録者として登録し、

申請者あてに登録通知を送付します（期日までに登録料が入金されなかった場

合は、登録することができません）。なお、登録料に係る領収書の発行は、登
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録通知の送付をもって代えさせていただきます。 
 
 カ 売り手への情報提供 

売り手登録者（全農、全集連）から協会に対し、与信管理のために必要な情

報を提供するよう文書にて要請があった場合は、申請書類のうち次の書類の全

部又は一部の写しを提供することがあります。売り手登録者に買い手登録者の

情報を提供した場合は、該当する買い手登録者にその旨を通知します。 
①大豆収穫後入札取引登録申請書（買い手） 
②印鑑登録証明書 
③法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人の場合） 
申請者の住民票抄本（個人の場合） 

  
 キ 登録者名の公表 

当該年産の登録者が確定した後、新規登録者及び継続登録者について所在地

（都道府県）別に整理し、大豆収穫後入札取引が開始される前までに、協会ホ

ームページに掲載して公表します。 
 

（２）前年産既登録者の場合 

 ア 登録の継続に必要な手続き 

収穫後入札取引の買い手として既に登録済みの者には、当該年産の取引が完

了した後（通常は 8 月上旬頃）に、協会から文書により次年産の大豆収穫後入

札取引登録の継続手続きに関するご案内をします。次年産入札取引においても

買い手登録の継続を希望される場合は、協会が定めた期限（通常 9 月末日）ま

でに、以下の手続きをしていただく必要があります。登録事務が滞りなく進む

よう、期限を厳守していただくようお願いします。 
①前記２の（１）のイの申請に必要な書類のうち「大豆収穫後入札買い手登録

者届出事項一覧表」（ただし、下記ウの（ア）の継続登録用のもの）の提出 
②前記２の（１）のエの登録料の支払い 
 
イ 登録継続が不要な場合の手続き 

次年産の収穫後入札取引には参加しないため、買い手登録の継続が不要な場

合は、上記アの登録継続手続きに関するご案内後、協会あてに、極力、文書（様

式は登録継続手続き案内において示す）にて買い手登録の継続は不要である旨

をご連絡ください。継続・非継続の別が不明な会社が 1 社でもあると、登録作

業全体が滞り、業界関係者全体に迷惑をかけることとなるため、ご協力くださ

いますようよろしくお願いいたします。 
 
ウ 継続登録手続きを進めるに当たり留意すべき事項 

（ア）大豆収穫後入札取引買い手登録者届出事項一覧表（継続登録用）について 

協会から継続登録手続きに関するご案内をする際、予め当年産の収穫後入

札取引に係る届出事項を印字した大豆収穫後入札取引買い手登録者届出事項

一覧表（継続登録用）をお送りします。印字された届出事項を確認し、変更
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がある場合は該当事項の欄に変更後の内容を記入し、変更の有無にかかわら

ず確認者（代表者又は担当者）が記名・押印したうえ、協会が設定した期限

までに封書にて返送してください（申請書に代わる書類のためファックス、

PDF ファイルのメール添付等による返送は受け付けません）。 
なお、届け出事項に変更がなければ届出事項一覧表の返送は不要と誤解さ

れている場合が多々ありますが、登録料を入金してもこの一覧表の返送がな

ければ登録継続手続きは完了しませんので、くれぐれもご注意ください。 
 
（イ）登録料の払込先について 

登録料の振込先は、前記２の（１）のエ（54 ページ）のとおりです。入札

保証金に係る協会の振込先（表紙裏面及び 18 ページ参照）や落札大豆の品

代に係る売り手の振込先（70 ページ及び 78 ページ参照）とは異なります

ので、お間違えのないよう十分ご注意願います。なお、登録料は登録を継続

する意思がある者のみが支払うため、事前に請求書の発行は行いません。ま

た、登録料に係る領収書の発行は、下記（ウ）の登録通知の送付をもって代

えさせていただきます。 
 
（ウ）登録通知について 

協会は、上記（ア）及び（イ）の２つの手続きが完了していることを確認

した後、申請者を大豆収穫後入札取引買い手登録者として登録し、申請者あ

てに登録通知を送付します。どちらか一方の手続きが未了の場合は、登録す

ることができませんので、ご注意ください。 
 
（エ）会社の種類の変更、合併等がある場合の扱い 

個人名で登録した買い手登録者が法人名の登録に変更したい場合、有限会

社、合資会社、合名会社又は合同会社の株式会社化等会社の法人格の変更が

ある場合、会社の合併がある場合、会社名の変更がある場合等は、上記の継

続登録手続きとは別の手続きが必要となりますが、変更等の内容に応じて必

要な書類等が異なりますので、まずは協会担当者に電話等でご連絡ください。 
 
（３）買い手登録後に届出事項に変更があった場合の対応 

 買い手登録後に、代表者、担当者、住所、電話・ファックス番号、メールアド

レス等の変更があった場合は、必ず電話等で協会にご連絡ください。ご連絡を受

けて、協会から既登録事項を印字した届出事項一覧表（変更届用）をお送りしま

すので、変更事項を記入して提出してください。協会では、大豆入札システム上

の登録事項は、全て届出事項一覧表の記載内容に基づいて管理しているので、一

覧表の提出がないと、協会からの連絡、資料配付等に支障を来すほか、お送りす

る文書における代表者名等のあて先も以前のままとなりますのでご注意ください。 

また、年産の途中で上記（２）の変更等を予定している場合は、入札関連事業

の承継者として取り扱い、単なる届出ではなく、承継登録手続きが必要となる場

合がありますので、事前に必ず協会担当者にご連絡ください。 
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第６章 大豆入札取引に係る委員会 

 

１ 大豆入札取引委員会 

大豆入札取引委員会は、公益財団法人日本特産農産物協会定款第 42 条の規定に基づき、大

豆入札取引に関する業務規程の制定・変更、取引監視委員の指名、売り手・買い手の登録・参

加に関する制限等の重要事項を決議するために設置された協会の専門委員会です。 
同委員会の委員は、協会の理事会で指名された大豆の生産、流通、加工に係る業界の代表者

及び学識経験者で構成され、令和元年11月1日現在の委員は次のとおりです（掲載順は委員

長、委員長代理以外は50音順）。 

 

 盛田 清秀 公立小松大学国際文化交流学部教授  

吉田 岳志 公益社団法人大日本農会会長 

郷  和平 一般財団法人全国豆腐連合会相談役 

鈴木 章宏 全国農業協同組合連合会麦類農産部長 

鈴木千賀雄 全国主食集荷協同組合連合会常務理事 

瀬藤 芳郎 元農林水産省東北農政局長 

西野  司 全国農業協同組合中央会農政部長 

森光 栄一 全国穀物商協同組合連合会理事・大豆委員会委員長 

門傅 英慈 全国納豆協同組合連合会常務理事 

 

 

２ 取引監視委員会 

取引監視委員会は、大豆の入札取引に係る業務規程第39条の規定に基づき、公益団法人日

本特産農産物協会が行う大豆の入札業務が公正かつ適正に行われるよう、入札が行われる都度、

売り手・買い手の上場・入札に関する行動、落札結果等に関する監視を行い、監視結果に基づ

いて協会に助言、勧告を行うために設置された委員会です。 

同委員会の委員は、大豆入札取引委員会で指名された学識経験者（大豆入札取引委員との兼

任者を含む）で構成され、令和元年11月1日現在の委員は次のとおりです（掲載順は委員長、

委員長代理以外は50音順）。 

 

盛田 清秀 大豆入札取引委員・公立小松大学国際文化交流学部教授 

吉田 岳志 大豆入札取引委員・公益社団法人大日本農会会長 

新井 洋子 元千葉県農林水産部千葉農業事務所改良普及課長 

齊藤  勉 元農林水産省大臣官房経理課会計監査室長 

瀬藤 芳郎 大豆入札取引委員・元農林水産省東北農政局長 

竹之内定雄 元(社)全国農業改良普及支援協会普及参事 

千原 信彦 元日本農業新聞論説委員 

都甲 忠義 元農林水産省構造改善局計画部資源課長 

平岩  進 元農林水産省北陸農業試験場長 

 

委員長 

委員長代理  

委員長 

委員長代理 
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第 7章 協会ホームページ案内 

 

公益財団法人日本特産農産物協会では、大豆入札取引を始めとする大豆関係情報を、協会ホ

ームページ（http://www.jsapa.or.jp/）に掲載しています。 
 
大豆入札取引の仕組み、入札結果等広く一般に公開すべき内容は、「事業内容」メニューの

うち【国産大豆入札取引】に掲載しています。当該内容掲載ページには、「事業内容」上にカ

ーソル（矢印）を置いて、下図のようにプルダウン・メニューを表示させ、【国産大豆入札取

引】の以下のサブメニューから必要な事項をクリックしてアクセスしてください。 
 
・大豆の収穫後入札取引について 
・大豆の播種前入札取引について 
・過年次の入札結果 
・大豆関連情報 
 

（公財）日本特産農産物協会ホームページのトップページ画面のイメージ 
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大豆入札取引登録者へのお知らせ事項は、アクセスを当該年産登録者に限定した「大豆入札

取引登録者用ページ」に掲載しています。当該ページにはトップページ右側のバナー「大豆入

札取引登録者用ページ」（前ページの図を参照）からアクセスしますが、その際には登録時に

登録者ごとに配付した ID、パスワードの入力が必要となります。 

 

当該ページの主な掲載内容は、次のとおりです。 
・次回入札回の上場ロット明細書、入札票、入札金額チェックシート 
・過去の上場ロット明細書 
・登録者にご承知いただくべき決まり事 
・入札保証金振込先口座 
 

大豆入札取引登録者ページへの具体的なアクセス手順及び掲載内容の詳細については、14
～17ページの「大豆入札取引登録者ページへのアクセス手順（Ⅱ-2-(2)及び(3)関係）」をご参

照ください。 
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（参考）「大豆入札取引登録者ページ」用パスワードの変更方法 

 
「大豆入札取引登録者ページ」にログインする際に用いるパスワード（買い手登録時に協会

から通知したもの）を変更したい場合は、次の手順で行ってください。 

「大豆入札取引登録者ページ」の画面（15ページ参照）の

左下の「パスワード変更画面へ」ボタン（右図）をクリック

すると、次のような「パスワード変更」ページに移行します。 

 

 
 
パスワードの変更の具体的な手順は、次のとおりです。 

① 「ユーザー名」に買い手登録時に協会から通知したユーザー名（ＩＤ）が表示されてい

ることを確認します。 

 ② 「現在のパスワード」欄に現行パスワード（ログイン（入室）時のパスワード）を入力 

します。 

③ 「変更後のパスワード」欄に、新しいパスワードを入力します。パスワードは半角英数

字8文字（大文字、小文字混合可能）まで入力可能です。 

④ 「確認用パスワード」に、もう一度上記③のパスワードを入力します。 

 ⑤ 「変更する」ボタンをクリックします。 

  以上でパスワードが変更され、ログイン画面に移行します。再度ログインを行い、パスワー

ドが変更されていることを確認してください。 
なお、買い手登録者において一度変更されたパスワードについては、失念、漏洩等がないよう

自己責任で適切に管理してください。また、変更後のパスワードは協会では把握できませんので、

万一、失念してログイン不可となった場合は、電話等でご連絡いただければ、協会において初期

化し、当初に配付したパスワードでログインできるようにします。 

「確認用パスワード」欄には「変更後のパスワー

ド」と同じパスワードを入力してください。 
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(株)アグリネットサービス資料 
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株式会社アグリネットサービス 会社概要 （ご案内）

株式会社アグリネットサービス（略称：ＡＮＳ）は、“公正な取引”を支えるととも

に、米穀・麦類・大豆の円滑な流通を担っています。

公益財団法人日本特産農産物協会、全国農業協同組合連合会との業務委託契約にも

とづき、厳格な価格情報管理の下で、個別売買契約の締結、受渡、代金請求、債権管

理等の事務を代行しています。

＜会社の概要＞

１．名称 ：株式会社アグリネットサービス（略称：ＡＮＳ）

２．資本金 ：１００百万円

３．出資者・出資額：ＪＡ全農９０百万円・農林中央金庫 １０百万円

４．設立 ：平成１１年８月１８日

５．主な業務：

公益財団法人日本特産農産物協会および全国農業協同組合連合会との業務

委託契約に基づき、米・麦・大豆の次の業務を行っています。

ア． 売買契約の締結

イ． 受渡（荷渡指図書発行）

ウ． 代金請求

エ． 債権管理

オ． その他付帯関連する業務

６．代表取締役社長 渡邉敏明

７．事業所：

本社 東京都千代田区神田錦町３－１７－１１ 榮葉ビル４Ｆ

〒１０１－００５４

ＴＥＬ ０３－３２９６－８８６６（大豆グループ）

ＦＡＸ ０３－３２９６－８７７１（  〃   ）

支店 大阪

８．大豆業務：本社「業務部大豆グループ」が担当しています。

以 上
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令和元年１１月 

お取引先 各位 

株式会社アグリネットサービス 
業務部 大豆グループ 

「国産大豆」の契約締結・受渡し等について（ご案内） 

弊社は公益財団法人日本特産農産物協会および全国農業協同組合連合会（以下「ＪＡ

全農」）から業務委託を受けて、ＪＡ全農の代理人として国産大豆の「契約締結・受渡

し（荷渡指図書発行）等」に関する事務を代行しております。 

つきましては、契約締結・受渡し等に係る手続きについて、下記のとおりご案内いた

します。 

記 

１．売買契約の締結 

（１）収穫後入札取引 

公益財団法人日本特産農産物協会から、収穫後入札取引の落札データ提供を受け

て、「売買契約書」（別紙①）を作成し、落札者と締結いたします。 

（２）播種前入札取引 

ＪＡ全農から、播種前入札取引の落札データ提供を受けて、「播種前入札取引に

よる○○年産大豆に関する契約書」を作成し、落札者と締結いたします。なお、

大豆販売業者が大豆加工業者からの買付委託を受けて落札した場合は、加工業者

を含めた３者契約となります。 

大豆の入庫後、ＪＡ全農から、播種前入札取引に関する詳細条件確定後のデータ

提供を受けて、「売買契約書」を作成し、当該取引先と締結いたします。 

（３）契約栽培取引と相対取引 

ＪＡ全農から、取引成立後のデータ提供を受けて、「売買契約書」を作成し、当

該取引先と締結いたします。 

（４）契約締結 

「売買契約書」を２通送付いたします。到着後、ご記名・ご捺印のうえ、１通を

速やかに弊社までご返送 ください。 

なお、収穫後入札取引にかかる契約書の作成と送付は、入札日の翌日以降 とな

ります。 

「播種前入札取引による○○年産大豆に関する契約書」は、３者契約となる場合

は３部、２者契約となる場合は２部送付いたします。契約当事者各者がご記名･

ご捺印の上、１部ずつ保管します。１部は契約締結期限(注)までに弊社に到着す

るようご返送 ください。 

（注）：契約締結期限は公益財団法人日本特産農産物協会制定の「大豆の播種前入札取

引に係る業務規程」第 21 条、および「大豆の播種前入札取引に係る買い手登録

者遵守事項」21に記載されています。 
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２．品代金の決済手続きと受渡（荷渡指図書の発行） 

ＪＡ全農代理人である弊社が品代金の入金確認を行い、「荷渡指図書」（別紙②）お

よび請求書を発行いたします。 

（１）お支払い日の前日まで に所定の「大豆送金案内兼荷渡指図書（Ｄ/Ｏ）発行依頼

書」（別紙③）に必要事項をご記入いただき、弊社宛にＦＡＸ連絡 をお願いしま

す。貴社からの依頼書に基づき、受渡し内容の確認を行います。 

（２）お振込み先は、ＪＡ全農大豆専用口座（農林中央金庫）となります。詳細は別紙

④をご覧ください。 

なお、振込手数料は、貴社にてご負担 をお願いいたします。 

（３）ご契約に基づき、代金引換にて受渡し を行いますので、貴社からのご入金確認

後、速やかに「荷渡指図書」を発行し郵送いたします。 

（４）「荷渡指図書」の発行単位は、１契約１回あたり５トン以上 です。 

（５）「荷渡指図書」は、簡易書留にて貴社へ郵送いたしますが、事務日数と当該倉庫

への「荷渡依頼書」送付日数も必要のため、お引取予定日の概ね １週間前まで

に「全農大豆専用口座」へのお振込 をお願いします。 

（６）「荷渡指図書」のＦＡＸ等、複写物の送付は、受渡事故防止の観点から対応して

おりません。 

（７）ご契約の 受渡期限までにお支払 をお願いします。 

※ご契約日より６０日以内です。 

受渡期限は、「売買契約書」に表示しております。 

※なお、受渡期限が２週間以内になりましたら、「契約・指図進度表」（別紙⑤）

にて、事前に受渡残の明細をＦＡＸでご連絡します。 

（８）受渡期限までにお支払いいただけなかった場合は、ご契約条件に基づき、遅延日

数に応じて年利１４．６%の延滞金利をお支払い いただきます。 

（９）受渡期限経過後の保管料（経過保管料）は、貴社のご負担 となります。 

なお、受渡期限は、「荷渡指図書」に表示しております。 

３．弊社担当者 

（１）大豆グループ総括者 

業務部専任部長 川口 晃生 

（２）「貴社所在地」による地区別担当者 

北海道地区 藤井 光子 

東北・関東地区 橋本 幸与 

東海・北陸地区 豊田 梨絵 

近畿・中四国地区 豊田 梨絵 

九州地区 太田 美穂 

４．連絡先 

住所 〒１０１－００５４ 

東京都千代田区神田錦町３－１７－１１榮葉ビル４F 

ＴＥＬ  ０３－３２９６－８８６６（直通） 

ＦＡＸ  ０３－３２９６－８７７１ 

以 上 
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別紙③

令和　　　　年　　　　月　　　　日
（株）アグリネットサービス　大豆グループ行

１．貴社名： ご担当者：

２．ご送金日： 　年　　　　　月　　　　　日　　　　　曜日

３．ご送金額： 円（税込）

※振込手数料は貴社にてご負担をお願いします

４．D/O送付特記事項（任意）：

５．D/O発行依頼明細：

１等 ２等 ３等 特定

※円滑なＤ/Ｏ発行のため、必ずご送金日の前日までに依頼書を弊社までＦＡＸをお願いします。

　　　　　　　　※貴社支店等に送付する等、特記事項がある場合はご記入ください。

　　　　　　　　※受渡残（未指図残）全量のＤ/Ｏ発行の場合は、契約№と指図個数のみご記入ください。
　　　　　　　　　受渡残数量の一部についてＤ/Ｏを発行する場合は、「分割指図発行の場合の明細」欄に
　　　　　　　　　倉所・粒・銘柄・等級等の今回指図発行する内容が分かるように記入してください。
　　　　　　　　　なお、分割指図は５トン以上となります。
　　　　　　　　　指図個数は、６０㎏換算ではなく、ご契約の量目で記入してください。

契約№
（必須）

指図個数
（必須）

Fax 03-3296-8771

大豆送金案内兼荷渡指図書（Ｄ/Ｏ）発行依頼書

指図個数
粒・銘柄倉所

分割指図発行の場合の明細
※受渡残全量のＤ/Ｏ発行の場合は記入不要です。
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令和元年１１月 

お取引先 経理担当責任者 殿 

  株式会社アグリネットサービス 

業務部 大豆グループ 

国産大豆の品代金お振込先口座について（ご案内） 

ＪＡ全農との国産大豆取引に係る品代金は、下記の「全農大豆専用口座」へお振込

みください。 

記 

１．口座名 

「口 座 名」 

１．銀行名 
農林中央金庫 

（銀行コード３０００） 

２．支店名 
 本店 

（支店コード ９５８） 

３．預金種類 普通 

４．口座番号 ４０８８８１１ 

５．口座名義 全国農業協同組合連合会 

６．口座略称 ゼンノウホンショ 

２．口座へ送金いただく内容 

国産大豆の品代金 

※全農販売の入札・契約栽培・相対取引の国産大豆品代金です。 

３．ご留意事項 

①振込手数料については、貴社にてご負担をお願いします。

②受渡期限は、契約日から６０日以内となっていますので期限までに 代金の

お支払いをお願いします。

４．その他 

契約書、請求書および荷渡指図書発行は、全農代理人「㈱アグリネットサー 

ビス」となります。 

以 上 

別紙④



K000000000000000 ＊＊＊　　契約・指図進度表（販売先別）　　＊＊＊
御中 株式会社アグリネットサービス

業務部（大豆グループ）

ご契約大豆の受渡期限が近づいてまいりましたのでお知らせします。
下記ご契約分の受渡期限が到来しますので、期限までに指定口座へ
ご送金くださいますようお願いいたします。
なお、ご案内と送金が行き違いになりましたらご容赦ください。

令和元年産

受渡期限 契約NO. 契約日 産地 包装 量目 契約区分 課税 共計区分

契約個数 契約金額 受渡済個数 請求済金額 受渡残個数 未請求金額 保管倉庫 ＪＡ銘柄

2020/00/00 ００００００ 2019/00/00 ○○ 紙袋 30 入札契約 課税 共計大豆

大粒○○○○ 330 1,155,000 0 0 330 1,155,000 〇〇倉庫 ＪＡ〇〇

中粒○○○○ 120 384,000 0 0 120 384,000 〇〇倉庫 ＪＡ〇〇

<合計> 450 1,539,000 0 0 450 1,539,000

受渡残金額 1,662,120 （うち消費税　　　　123,120）

受渡期限計 450 1,539,000 0 0 450 1,539,000

受渡残金額 1,662,120 （うち消費税　　　　123,120）

お支払期限です
お支払期限が近づいている数量です

受渡期限到来のご案内：受渡期限が２週間以内の明細をFAXでお知らせします。 別紙⑤

お支払期限が近づいている金額です
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全国主食集荷協同組合連合会 

資 料 
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令和元年１１月 

 

 

お取引先 各位 

 

 

全国主食集荷協同組合連合会 

業務部 事業課 
 

国産大豆のお取引に関するご案内 

 

 大豆の入札取引に係る代金決済等は、従来、㈱ゼンシュウ流通サービスにお

いて実施して参りましたが、現在は、総落札数量の 10％を超えない範囲で入札

を行う登録者（売り手）については、秘密保持、（公財）特産農産物協会への

業務運営状況の報告、協会の調査及び協会の業務改善指導等を遵守することを

条件として、登録者（売り手）自らが代金決済を行えることについて、入札取

引委員会において承認されております。 

 つきましては、国産大豆の「契約締結・代金決済・受渡」に関しましては、

本会において実施して参りますので、ご了承下さるようお願いします。 

 

記 

 

１．売買契約書の締結 

（１）収穫後入札取引 

   （公財）日本特産農産物協会から収穫後入札取引結果の落札データの提

供を受けて、本会で「売買契約書」（別紙①）を作成し、貴社と締結い

たします。 
（２）播種前入札取引 
   上記（１）とは別に、（公財）日本特産農産物協会から播種前入札取引

結果の落札データの提供を受けて、本会で売買契約書の作成及び契約締

結業務を行います。 

（３）相対取引（契約栽培を含む） 

   本会で「売買契約書」を作成し、貴社と締結いたします。 

（４）締結について 

   本会より、貴社に「売買契約書」を２部送付いたしますので、到着後、

速やかに１部にご記名・ご捺印のうえ、本会までご返送ください。 

 

２．品代金の決済 

 本会と品代金の決済をさせていただきます。 

（１）貴社からのお引取の申し込みを電話・ＦＡＸ等で受け、本会より請求書

を送付いたします。 

（２）お振込みは、本会の大豆専用口座（別紙②）に限らせていただきます。 

    なお、お振込み手数料は貴社にてご負担をお願いします。 
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（３）受渡期限までにご入金をお願いします。期日を経過いたしますと日数に

応じて、年利 14.6％の延滞金利を請求させていただくこととなります。 

    なお、受渡期限の１週間から 10 日前になりましたら、受渡期限到来の

ご案内を電話・ＦＡＸ等により連絡後、請求書を発行させていただきま

す。 

 

３．受渡 

 本会において荷渡指図書（別紙③）を発行し、貴社へ送付いたします。 

（１）荷渡指図書発行の単位は、原則として 5 トン以上となります。 

（２）入金確認後、貴社宛に荷渡指図書を簡易書留で郵送いたしますので、お

引取り予定日までに１週間程度の余裕をもって本会へご送金くださるよ

うお願いします。 
（３）受け渡し期限経過後の保管料（経過保管料）は、貴社のご負担となりま

す。 
    なお、受渡期限は、「荷渡指図書」に表示いたします。 
（４）ＦＡＸによる荷渡指図書の送付は、受渡事故防止のため行っていません

のでご了承ください。 

 

４．本会への連絡 

 名  称  全国主食集荷協同組合連合会 

 住  所  東京都中央区日本橋人形町１丁目９番２号 

 郵便番号  １０３－００１３ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６６４－２１０２ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６６７－７７３４ 

  大豆担当者 業務部事業課  倉形 哲郎 

 
以 上 



別紙①
会社名

代表者名 印

  全国主食集荷協同組合連合会
販売先 ○○　株式会社 御中 会　　　長　　　 　梅　本　典　夫 印

売り手 全国主食集荷協同組合連合会

産地名

年産

 

○○年産

 

 契約単価（税抜き）

ﾛｯﾄNo． （60kg包装込） 金額(税抜き） 集荷業者名 倉所名

１等 ２等 ３等 （円） （円）

○○○ 大粒 ○○○○ 30 紙 330 330 165.0

１．大豆の売買に伴う代金請求等は、全集連が実施することとし、買受人は振込送金により代金を支払うこととし、全集連は入金を確認後、買受人に対し荷渡指図書を引き渡すものとする。
２．買受人が代金決済日に支払いをしなかった場合は、買受人は経過日数に応じて年利１４．６％の割合による延滞損害金を支払うものとする。
３．（１）買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、全集連から何らかの通知または催告を受けることなく、買受人は当然に全集連に対する期限の
　 　　　利益を失い、全集連に対し、未払債務全額を直ちに支払うものとする。
　　　　　ア．他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
　　　　　イ．破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
　　　　　ウ．自ら振出しまたは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡事故が発生したとき又は支払停止・支払不能の状態に至ったとき。
　　　　　エ．合併によらないで解散したとき。
　　（２）買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、全集連からの通知または催告によって期限の利益を失い、全集連に対し未払債務金額を直ちに
    　　 支払うものとする。
　　　　　ア．この契約またはこれに基づく約定に違反したとき。
　　　　　イ．その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
４．買受人が前項の各号のいずれかに該当する場合には、全集連は何らの通知または催告をすることなくただちに契約を解除することができる。
５．この契約に定めてない事項については、特農協会が定める「大豆の入札取引に係る業務規程」によるものとする。

○○○○集荷協同組合

売 買 契 約 書

契約年月日 ：令和○○年△△月××日

取引区分 代金決済条件 建値場所 備　　　考 契約No.

産地倉庫戸前入札取引 下記のとおり 1

量目
（ｋｇ）

包装

契約数量

受渡期限銘柄 普通
特定 合計 ６０㎏換算個

令和○○年△△月××日

- 77 -



- 78 - 

別紙② 

令和元年１１月 

 

 

全国主食集荷協同組合連合会 

業務部・事業課 

ＴＥＬ ０３－３６６４－２１０２ 

ＦＡＸ ０３－３６６７－７７３４ 

 

 

国産大豆の品代金のお振込先口座について（ご案内） 

 

  

 全集連との大豆の取引に係る品代金につきましては、下記専用口座にお振込

をお願いします。 

 

 

記 

 

１．振込先口座： 

（１）振込先銀行名  ： みずほ銀行                     
（２）支店名     ： 兜町支店                
（３）預金種類    ： 普通預金 

（４）口座番号    ： １８４００６０ 

（５）口座名義    ： 全国主食集荷協同組合連合会 

 

 ２．ご留意事項： 

（１）お振込み手数料については、貴社のご負担とさせていだきます。 

 

 

以 上 



別紙③

Ｎｏ． 1

〇〇〇〇集荷協同組合 御中

下記の貨物を本書と引換えに　 〇〇株式会社 殿に荷渡してください。

1

〇〇〇 産

等級 量目 包装 １等 ２等 ３等 特定 合計

大粒 〇〇〇〇 １等 30 紙 330 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330 0 0 0 330

〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇番〇〇

△△△△倉庫

TEL　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇

FAX　〇〇〇〇－〇〇－□□□□

引渡期限 令和〇〇年〇月〇〇日

保管料 令和〇〇年△月△△日以降買主負担

令和○○年産大豆 産        地 

会　　　長　　　 　梅　本　典　夫

荷　　　　渡　　　　指　　　　図　　　　書

令和〇〇年〇月〇〇日

東京都中央区日本橋人形町１丁目９番２号

全 国 主 食 集 荷 協 同 組 合 連 合 会

合　　　　　　計

荷　　渡　　人

品　　　　種

電話　０３（３６６４）２１０２

ＦＡＸ　０３（３６６７）７７３４

契約年月日 令和〇〇年〇月〇〇日 契 約 番 号

品         名
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