ࠕ➨㸯ᅇࡸࡲࡀࡓ⡿⢊ࣃࣥࢥࣥࢸࢫࢺࠖ㛤ദせ㡿
㸯 ┠ⓗ
   ⡿ࡢ⏘ᆅ࡛࠶ࡿᮏ┴࠾࠸࡚ࠊ┴⏘⡿ࢆཎᩱࡋࡓ⡿⢊ࡢ⏝ᣑྥࡅࠊ⡿⢊
ࣃࣥࡢရ㉁ཬࡧㄆ▱ᗘྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠕࡸࡲࡀࡓ⡿⢊ࣃࣥࢥࣥࢸࢫࢺࠖࢆ㛤ദࡋࠊඃ
ࢀࡓ⡿⢊ࣃࣥࢆ⾲ᙲࡍࡿࡶࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕࡞ࡼࡾࠊ
┴ෆࡢඃࢀࡓ⡿⢊ࣃࣥࢆ┴ෆእᗈࡃ㹎㹐ࡋࠊᾘ㈝ᣑࢆಁࡍࠋ
㸰 ദ࣭ඹദ
 ദ ᒣᙧ┴⡿⢊⏝ᣑࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍༠㆟ࠊ
 ඹദ ࡸࡲࡀࡓ㣗⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮༠㆟ࠊᒣᙧ┴
 ᚋ ᒣᙧ┴∵ஙᬑཬ༠ࠊ࠾࠸ࡋ࠸ᒣᙧ᥎㐍ᶵᵓ

㸱 ເ㞟
 ᛂເᑐ㇟⪅
   ┴ෆ࡛⡿⢊ࣃࣥࢆ〇㐀࣭㈍ࡍࡿᴗ⪅ࠊ㎰⏘ຍᕤᴗ⪅
   ͤ࠸ࡎࢀࡶႠᴗチྍࢆᚓ࡚〇㐀࣭㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡋࡲࡍࠋ
  ᛂເၟရࡢ᮲௳
   ┴⏘⡿ࡢ⡿⢊ࢆཎᩱࡍࡿࣃ࡛ࣥࠊ௨ୗࡢ᮲௳ࢆ࡚‶ࡓࡍࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
  ࣭㣗ࣃࣥࠊࢥࢵ࣌ࣃࣥࠊࣇࣛࣥࢫࣃࣥࠊࣃࣥ࡞ࡢ㣗⏝౪ࡉࢀࡿࣃ࡛ࣥࡀ
ຍࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ㸦ࣉ࣮ࣞࣥ࡞ࡢࣃࣥ㸧
ὀ㸯㸧⏕ᆅࡑࡢࡢලᮦ㸦࣮ࣞࢬࣥࠊࡃࡿࡳࠊࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺ➼㸧ࢆΰࡐ㎸ࢇࡔࡶࡢࡣᑐ㇟
࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
   ὀ㸰㸧ࡑࡢࡢලᮦ㸦ࢳ࣮ࢬࠊࢪ࣒ࣕ➼㸧ࢆࢺࢵࣆࣥࢢࡋࡓࡶࡢࡣᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
    ὀ㸱㸧ࢡࣟ࣡ࢵࢧࣥࠊࣂࢱ࣮࣮ࣟࣝࡣᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

  ࣭⏝ࡍࡿ⢊ᑐࡍࡿ⡿⢊ࡢ⏝ྜࡀᴫࡡ 㸣ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ
    ὀ㸯㸧⏝ࡍࡿ⢊ࡣࠊ⡿⢊ࠊᑠ㯏⢊ࠊࢢࣝࢸࣥ࡞ࢆᣦࡋࡲࡍࠋ
  ࣭᪤㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿၟရࠊࡲࡓࡣᙜࢥࣥࢸࢫࢺࡢᑂᰝ᪥ࡽ㸴࢝᭶௨ෆⓎࡉࢀ
ࡿࡇࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿၟရ࡛࠶ࡿࡇࠋ
  ࣭㐣ཤࡸࡲࡀࡓ⡿⢊㣗ရࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝධ㈹ࡋ࡚࠸࡞࠸ၟရ࡛࠶ࡿࡇࠋ
  ࣭ၟရ㛵ࡋ࡚ࡣࠊရ㉁⾲♧࡞ࡢ㛵㐃ἲ௧➼ࢆ㡰Ᏺࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋ
 ฟရᩘ
  ࣭㸯⪅㸱ၟရࡲ࡛ࡋࡲࡍࠋ
  ເ㞟㒊㛛
  ĬƀǍǇƕƨƷብȑȳƁᢿᧉ
ࡓࡿᴗᡤ௨እࡶ㈍ᗑ⯒ࡀ࠶ࡿࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ᗈ⠊
ᅖ࡛㈍ࡍࡿၟရ
  ͤࠗࢃࡀࡲࡕࡢ⡿⢊ࣃࣥ࠘㒊㛛ヱᙜࡍࡿၟရ௨እࡢၟရࡋࡲࡍࠋ
  ĭƀǘƕǇƪƷብȑȳƁᢿᧉ
ࡓࡿᴗᡤࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊࡑࡢᆅᇦ࠾࠸࡚㈍ࡍࡿၟရ
ͤࡓࡿᴗᡤࡢࠊฟᙇ㈍ࡸ┤ᡤ࡛㈍ࡍࡿሙྜࡣᙜ㒊㛛ヱᙜࡋࡲࡍࠋ
ὀ㸯㸧࠸ࡎࢀࡢ㒊㛛ࡀ㸱⪅ࡶࡋࡃࡣ㸳Ⅼ௨ෆࡢᛂເᩘ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ㒊㛛ࡣタࡅ
ࡎᑂᰝࡋࡲࡍࠋ
  ὀ㸰㸧ᛂເ㒊㛛ࡘ࠸࡚ࡣࠊദ⪅࡚㈍≧ἣ➼ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊኚ᭦ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ













ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ເ㞟ᮇ㛫
  ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸯㸮᭶㸳᪥㸦㔠㸧㹼㸯㸮᭶㸱㸯᪥㸦Ỉ㸧
 ᛂເ᪉ἲ
  ู⣬ࠕᛂເ⚊ձཬࡧղࠖᚲせ㡯ࢆグධࡢୖࠊୗグࡢ⏦㎸ࡳඛࡲ࡛࣓࣮࡚ࣝᥦ
ฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦࣓࣮࡛ࣝᥦฟ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊୗグࡲ࡛࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧ࠋ
࡞࠾ࠊᥦฟࡉࢀࡓᛂເ⚊ࡀ㸯ḟᑂᰝཬࡧ᭱⤊ᑂᰝࡢᑂᰝ㈨ᩱ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᚲ
ࡎ࣮࢝ࣛ∧࡛ᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ࠙⏦㎸࣭ၥྜඛࠚࠛ ᒣᙧᕷᯇἼ┠㸶␒㸯ྕ
       ᒣᙧ┴㎰ᯘỈ⏘㒊㸴ḟ⏘ᴗ᥎㐍ㄢ㸦ᢸᙜ㸸㛗㇂ᕝ㸧
       㹒㹃㹊 㸮㸰㸱㸫㸴㸱㸮㸫㸱㸯㸷㸰
       㹄㸿㹖 㸮㸰㸱㸫㸴㸱㸮㸫㸰㸲㸱㸯
       HPDLO yrokuji@pref.yamagata.jp
ͤᛂເ⚊ᵝᘧࡣࠊࡸࡲࡀࡓ⡿ࡗ⢊ࢡࣛࣈࡢ㹆㹎ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻฟ᮶ࡲࡍࠋ
       㹆㹎ࢻࣞࢫ KWWS\DPDJDWDNRPHNRMS
       ͤࠕࡸࡲࡀࡓ⡿ࡗ⢊ࢡࣛࣈ᳨࡛ࠖ⣴ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲㸬ᑂᰝ᪉ἲ












 ᑂᰝဨ㸸Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࠊὶ㏻࣭ࢹࢨࣥ➼ࡢᑓ㛛ᐙཬࡧ⡿⢊㛵ಀࡢᑓ㛛ᐙ
 ᑂᰝᇶ‽
ḟࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝဨࡀ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉ ࡋ ࠸ ࠾ۑ
㸸㣗ࠊ㣗ឤࠊ㤶ࡾ࡞ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ
ۑၟရࢥࣥࢭࣉࢺ
㸸⡿⢊ࣃࣥࡋ࡚ࡢ≉ᚩࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺࡍࡿᾘ㈝⪅ᒙࡢ
ᐃ࡞ၟရࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡀࡋࡗࡾ⦎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ۑ౯
᱁
㸸ၟရࡢ㨩ຊࡸ౯್࡞ࡽᾘ㈝⪅ᗈࡃࢀࡿぢ㎸ࡳࡀ
࠶ࡿ
ۑၟ ရ እ ほ
㸸ぢࡓ┠ࡀ⨾ࡋࡑ࠺ࠊ㣗ࡓࡃ࡞ࡿ
ۑᬑ
ཬ
ᛶ
㸸ᾘ㈝⪅ࡀᡭࡿᶵࡢᥦ౪ࠊၟရࡢ㹎㹐✚ᴟⓗྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡞⊂⮬ᛶࡀ࠶ࡿ
ࠐᢏ     ⾡
㸸〇㐀ᢏ⾡ࡢ㧗ࡉࠊ⊂⮬ᛶࡀ࠶ࡿ
ࠐ⡿⢊ࡢ⏝ྜ
㸸⡿⢊ࡢ⏝ྜࡣࡢࡃࡽ࠸ࠋ㸦⏝ྜࡀ㧗࠸ሙྜ
ຍⅬ㸧
 㸯ḟᑂᰝ࠙᭩㢮ᑂᰝࠚ
࣭ᛂເࡀ୧㒊㛛ేࡏ࡚ከᩘ࡞ࡿሙྜࡣࠊ㸯ḟᑂᰝ࠙᭩㢮ᑂᰝࠚࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸯᭶୰᪪㡭᭩㠃࡚ᚚ㐃⤡࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࣭㑅ᐃࡉࢀࡓၟရࡣࠊ᭱⤊ᑂᰝฟရࡍࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
 ᭱⤊ᑂᰝ࠙ヨ㣗ᑂᰝ࣭⥲ྜᑂᰝࠚ
 ࣭ᑂᰝဨࡼࡿヨ㣗ᑂᰝཬࡧ⥲ྜᑂᰝࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
 ࣭㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸯㸰᭶ 㸯᪥㸦ᅵ㸧
   ͤ᪥⛬➼ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯ḟᑂᰝ⤖ᯝྜࢃࡏ࡚᭱⤊ᑂᰝฟရ⪅㸯㸯᭶୰
᪪㡭᭩㠃࡚ᚚ㐃⤡࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ࣭ሙ ᡤ㸸ᒣᙧᅜ㝿࣍ࢸࣝ㸦ᒣᙧᕷ㤶⏫㸱┠㸲㸫㸳㸧
      㹒㹃㹊 㸮㸰㸱㸫㸴㸱㸱㸫㸯㸱㸯㸱

  ฟရၟရࡢ୍⯡බ㛤
  ࣭᭱⤊ᑂᰝࡢሙ࠾࠸࡚ࠊ┴Ẹࡢ᪉ࠎၟရࢆ୍⯡බ㛤ࡋࠊヨ㣗ཬࡧ㹎㹐ࢆ⾜࠸
ࡲࡍࠋ㸦ᕼᮃࡉࢀࡿሙྜࡢࡳࠋ࡞࠾ࠊᑂᰝ⤖ᯝᫎࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸧


㸳㸬⾲ᙲ










᭱ඃ⚽㈹Ӑᒣᙧ┴▱㈹ӑ
ඃ⚽㈹         
ඃⰋ㈹         
࣮࢜ࣝ⡿⢊㈹      











㸯Ⅼ㸦ඃ⚽㈹ࡽ㸯Ⅼ㑅⪃㸧
ᩘⅬ௨ෆ㸦ྛ㒊㛛ࡽฟᒎၟရᩘᛂࡌ࡚㑅⪃㸧
ᩘⅬ⛬ᗘ㸦ྛ㒊㛛ࡽฟᒎၟရᩘᛂࡌ࡚㑅⪃㸧
㸯Ⅼ㸦⏝ࡍࡿ⢊ᑐࡍࡿ⡿⢊ࡢྜࡀ 㸣
࡞ࡿฟᒎၟရࡢ୰ࡽ㑅⪃㸧
                  ͤࢢࣝࢸࣥࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣᑐ㇟࡞ࡾࡲࡏ
ࢇࠋ
                  ͤࠕヱᙜ࡞ࡋࠖࡢሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ͤ  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ㔜」ཷ㈹ࡶ࠶ࡾᚓࡲࡍࠋ
  ࣭ฟရ⪅ࡣ⾲ᙲᘧࡢฟᖍࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
   㸺⾲ᙲᘧ㸦ணᐃ㸧㸼 ͤ㛫ᖏࡘ࠸࡚ࡣኚ᭦ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
    ᮇ᪥࣭ሙᡤ㸸 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊᒣᙧᅜ㝿࣍ࢸࣝ㸧ͤ᭱⤊ᑂᰝྠ᪥ࠊྠሙ
ᡤ⏝㛫 㸸   ศࡽ  ศ⛬ᗘ㸦┿ᙳࡢ㛫ࢆྵࡳࡲࡍ㸧


㸴㸬ධ㈹≉
 ⾲ᙲ≧ࡢᤵࡢࠊཷ㈹⪅ࡣୗグࡢ≉ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
  ࡸࡲࡀࡓ⡿ࡗ⢊ࢡࣛࣈཬࡧ┴࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸྛ✀⾜➼࡛✚ᴟⓗ࡞ၟရ⤂ࢆᐇ
ࡋࡲࡍࠋ
  ㈹ࡋ࡚ධ㈹ࢩ࣮ࣝ㸦ၟရ㈞⏝㸧ࢆ㸯༓ᯛ㐍࿊ࡋࡲࡍࠋ
   㸦ᚲせᛂࡌධ㈹ࢩ࣮ࣝࡢពࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ㸧
  ධ㈹ၟရࢆ⤂ࡍࡿၨⓎ⏝࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛ၟရཬࡧᴗᡤ➼ࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋ


㸵㸬ࡑࡢ










 ฟရᩱࡣ↓ᩱࡋࡲࡍࠋ
 ᑂᰝฟရࡍࡿၟရࡘ࠸࡚ࡣࠊヨ㣗ᑂᰝ⏝ཬࡧ୍⯡බ㛤ヨ㣗⏝ࡢࢧࣥࣉࣝရࢆ
ᚚ⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
 ᑂᰝ‽ഛ࣭ᦙධࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃၟရ➼
   ձᒎ♧ホ౯⏝ 㸯ಶ㸦㈍ࡉࢀࡿᙧែࡢࡶࡢ㸧
   ղヨ㣗ᑂᰝ⏝ 㸯㸮ಶ㸦㣗ࡸࡍ࠸ࡁࡉ࢝ࢵࢺࡋࡓࡶࡢ㸧
   ճ୍⯡බ㛤⏝ 㸱㸮ಶ⛬ᗘ㸦୍ཱྀ⛬ᗘࡢࡁࡉ࢝ࢵࢺࡋࡓࡶࡢ㸧
  ͤճࡘ࠸࡚ࡣࠊദ⪅ࡀၟရࢆ㈙࠸ୖࡆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋణࡋࠊദ⪅ࡀ
ᣦᐃࡍࡿಶᩘ㸦㸱㸮ಶ⛬ᗘ㸧௨ୖ୍⯡බ㛤⏝ࡋ࡚ࡢᥦ౪ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊ
㸱㸮ಶࢆ㉸࠼ࡿศࡘ࠸࡚ฟရ⪅ࡢ㈝⏝㈇ᢸࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
㸦୍⯡ヨ㣗
ࡢ᮶ሙணᐃᩘ㸸㸯㸱㸮ྡ⛬ᗘ㸧
ͤၟရ୍ಶࡢࢧࢬࡀࡁ࠸ࣃࣥࡣࠊ୍ཱྀ⛬ᗘ࢝ࢵࢺࡋࡓ≧ែ࡛ୖグࡢಶᩘ
ࡋࠊሙᦙධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤᦙධࡉࢀࡓᛂເၟရࡣࠊᑂᰝ⤊ᚋദ⪅࠾࠸࡚ฎศࡋࡲࡍࠋ㏉ရࡣ࠸
ࡓࡋࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ฟရၟရࡢᒎ♧࣭⤂࣭ࣃࣈࣜࢩࢸࡢᥖ㍕➼ࡢᶒࡣࠊദ⪅࣭ඹദ⪅ཬࡧᛂ










ເ⪅ࡀඹ᭷ࡍࡿࡇࡋࡲࡍࠋ
 ฟရၟရࡘ࠸࡚ࠊ㈍ಁ㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡳᚚ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㈍ಁ㐍ࡢᨭᐇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ㈍≧ἣ㸦㈍ᩘࡸ㈍㊰➼㸧ࡢࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᛂເ࠶ࡓࡗ࡚ࡈグධ࠸ࡓࡔ࠸ࡓሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࡈᢸᙜ⪅ࡢ࠾ྡ๓ࡸ㐃⤡ඛࠊ
┿࡞ࡶྵࡵ࡚ࠊᮏࢥࣥࢸࢫࢺ㛵ࡍࡿྲྀᮦࠊၥ࠸ྜࢃࡏ࡞ᚲせᛂࡌ࡚➨୕⪅
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※応募票が受理された後、主催者側より確認の連絡が２．３日以内に入ります。連絡がない場合は、主催者
（023-630-3192)まで、ご一報ください。

第１回 やまがた米粉パンコンテスト 応募票①
【応募商品情報】
応募対象者

募集部門

１．米粉パン製造・販売事業者

１．やまがたの米粉パン

２．農産加工事業者

２．わがまちの米粉パン

ふりがな

販売価格
(税込み）

商品名

原材料（使用しているものに丸を付けて、詳細を記載してください。）
※ その他欄は割合の記載は不要です。
1 米粉（
割） 、2 小麦粉（
割）、 3 グルテン（
割）

ＪＡＮコード( 有 ・ 無)

円

容量／単位

※ある場合記載ください

4 その他（

県産農産物原材料

賞味期間（日）

）
商品の特徴、こだわり、ＰＲ点など

保存方法
常温 ・ 冷蔵 ・ 冷凍

直近の販売状況
（年間又は月間）

商品の普及のため工夫している点
商品の写真（「カットする前の状態」と「カットした状態」それぞれがわかるもの【カラー版】）

＜応募票記入上の注意点＞
本応募票は、食パンは１斤単位で、その他のパン
は消費者が購入できる最小単位で記載ください。

【応募者情報】
①会社電話番号

会社名

②当日の連絡先携帯番号

代表者名

①
②

ＦＡＸ番号
〒

-

E-mailアドレス

所在地
（役職）
担当者
販売状況

販売済み・販売予定（

年

月～）

（氏名）

主な販売先

第１回 やまがた米粉パンコンテスト 応募票②
ふりがな

会社名

商品名

商品の写真（ 食品表示部の拡大写真 ： 判読出来る大きさで添付してください。）

＜応募票記入上の注意点＞
通常、包装せずに販売している場合は、包装販売
すると仮定して、食品表示を記載してください。
その場合、下記事項を本応募賞に直接記入いただ
いて結構です。
◆記載いただく項目◆
・名称
・保存の方法（食品の特性に従い、「直射日光を避け、
常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」
などを記載ください。）

・消費期限（又は賞味期限）
・原材料名（添加物を含む）
・内容量
・製造者（名称及び住所）

募集部門の判断例
ＮＯ

販売の状況

1 主たる事業所のみで販売している

該当する部門
わがまちの米粉パン部門

2

主たる事業所での販売のほかは、出張販売ま
わがまちの米粉パン部門
たは直売所での販売のみである

3

店舗販売は主たる事業所のみだが、あわせて
やまがたの米粉パン部門
インターネット販売を行っている

4 複数の事業所（店舗）で販売を行っている

やまがたの米粉パン部門

5 その他、県内広域を対象に販売している

やまがたの米粉パン部門

※ ＮＯ５に該当する場合は、個別にご相談ください。

