
令和3年度 国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業

申請マイページの使い方 申請について

2022/7/8更新



申請フォーム ご利用方法
ご登録から申請までの流れ

1

マイページにログイン

申請情報登録

申請

アカウント登録

アドレス認証メール

事業者情報登録

申請情報登録

申請

申請完了メール

■既にアカウントをお持ちの方 ■初めてアカウントを作成される方

申請完了メール

※一度登録したアカウント情報の変更はできません。
1次で取得したアカウント情報に変更がある場合、
2次ではアカウントを新規作成していただく必要があります。



3 注意事項

推奨環境パソコン
OS Windows10以降 / ブラウザ Edge最新版、Chrome最新版
OS MacOS10以降 / ブラウザ Safari最新版、Chrome最新版
※表示される画面がマニュアルと違う場合は「ctrl」+「f5」ボタンを押して更新をお試しください。

添付できるファイルは1ファイルあたり50MB
ファイル形式は以下となります。

PDF（.pdf）、ZIP（.zip）、Excel（.xls、.xlsx、xlsm）、
Word（.doc、.docx、docm）、画像（.jpeg、.jpg、.png）

動画（mp4,m4v）



2 アカウント登録 ① ログイン画面

ログインページはウェブページの
ログインボタンから開くことができます。

ログインボタンはこちら↓

ここをクリック

※初めてログインする際は
アカウントを作成をする必要が
あります。

※既にマイページをお持ちの方
は、ログインIDとパスワードを
入力してログイン。
事業者情報登録 ③ マイペー
ジ画面まで進んでください。



3

①

②

③

④

アカウント登録 ② 仮アカウント登録画面
ログイン画面で「アカウント登録はこちら」を
押すと仮アカウント登録へ進みます。

※ログインIDを忘れるとログイン
できません。必ずメモを取るなどし
お忘れになりませんようお願いいた
します。

※同一のメールアドレスで複数の
アカウントは登録できません。

※一つのアカウントで複数の申請
ができます。

① ご希望のログインIDを入力してください
※記号はつかえません

② メールアドレスを登録してください

③ パスワードを設定してください
※半角の大小英字、数字を含めた8文字以上

255文字以内で入力してください
※記号は使えません

④ 入力が終わったら
「登録する」ボタンを押してください



４ アドレス認証メール ① メールアドレス認証
登録ボタンを押すとメールアドレス認証の画面が表示されます。

本登録のメールアドレスに
「メールアドレスの認証」というメールが

届いているはずです

登録したメールをご確認ください



5 アドレス認証メール ② メールアドレス認証
本登録したメールアドレスに
「メールアドレスの認証」という件名のメールが届きます。

「メールアドレスを承認」を
クリックします

アカウントが登録出来ました

団体情報を登録する画面が
表示されます



6 アドレス認証メール ※ 認証メールが届かない場合

〇 登録したメールアドレスに誤りはないか？

〇 メールの受信設定で「@hanro-kaitaku.jp」が
受信できるように設定されているか？

※「メールアドレスの認証」メールが届かない場合
以下についてご確認ください。

確認出来たら、ここをクリックして下さい
認証メールが再送します



7 事業者情報登録 ① 団体情報登録
アカウント登録が完了するとすぐに「団体情報」を登録する画面が表示されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

③ 代表者役職

① 団体名

② 団体名ふりがな

④ 代表者氏名

⑤ 〒番号（ハイフンなし）

⑥ 本社所在地 都道府県

⑦ 本社所在地 市区町村

⑧ 本社所在地 市区町村以降

全ての項目を入力してください

入力したら
「保存」ボタンをクリックで保存できます

※同一の団体名で複数アカウントを取得する際
は表記を揃えて下さい。（株式会社と（株）の
表記や半角、全角スペース等）
※課題提案書の「事業実施者に関する事項」に
ご記載の団体名、代表者名、住所をご入力下
さい。



8 事業者情報登録 ② マイページ画面
これでアカウント情報の登録完了です。登録したら、マイページを表示ください。

ここをクリックすると
マイページが表示されます



9 事業者情報登録 ③ マイページ画面

①

②

公募情報が表示されます

申請した内容が表示されます

アカウントに登録した
「団体情報」が確認したい場合は

こちらで確認できます

※申請済みの取組は削除できません。



10
マイページで「申請を追加」ボタンをクリックすると、申請画面が表示されます。

申請情報登録 ① 申請してみよう

「申請を追加」ボタンを
クリック



11 申請情報登録 ② 取組を選択
まず「取組分類」を選びます。

② 保存ボタンをクリックします

① 取組を選択します

※保存ボタンを押さないと編集内容が保存されません。
保存しないと申請ができないのでご注意ください。



12 申請情報登録 ③ 事業担当者を登録
次に「事業担当者」を登録します。

① ここを選択

② の項目をすべて入力してください

③ ここを選択
保存されます

※保存すると担当者様宛に承認メール
が送信されますので、「メールアドレスを
承認」をクリックして下さい。
メールアドレスが承認されないと申請が
できないのでご注意ください。



12 申請情報登録 ④ 経理担当者を登録
次に「経理担当者」を登録します。

① ここを選択

② の項目をすべて入力してください

③ ここを選択
保存されます

※保存すると担当者様宛に承認メール
が送信されますので、「メールアドレスを
承認」をクリックして下さい。
メールアドレスが承認されないと申請が
できないのでご注意ください。



14 申請情報登録 ⑤ 課題提案書を登録
次に「課題提案書」で申請書類をアップロードします。

① ここを選択

アップロード画面が表示されます



15
★ファイルのアップロード方法★

申請情報登録 ⑤ 課題提案書を登録

① ここをクリックして下さい 自動的にファイルを選ぶ画面が
表示されます

② 登録したファイルを選択してください

ファイルがセットされます



16
★ファイルのアップロード方法★ ～ファイルを追加したい～

申請情報登録 ⑤ 課題提案書を登録

① ここをクリックして下さい

追加ファイルの登録場所が表示されます

ファイルを削除したいときは
ここをクリックして下さい



17
すべてにファイルをセットしてください。

申請情報登録 ⑤ 課題提案書を登録

の項目をすべてにファイルをセットしてください

申請完了後の
入力内容、提出した書類の変更はできません。

誤りがないようご注意ください。

以上で全ての入力と提出書類ファイルのセットが完了です



「申請する」ボタンを押して申請してください。

申請をする 申請の完了18

ここを選択

申請が完了しました

申請完了メールが届きます

申請番号が付与されます
今後の申請に必要ですので必ずメモをとる
などお忘れになりませんようお願いいたします

申請についてお問い合わせの際は
こちらの申請番号をお伝えください



19 パスワードの再設定①
※パスワードを忘れたら

ここをクリック

登録したメールアドレスを入力し
「再設定用メールを送る」をクリック

パスワード再設定用メールが届きます
※メールは推奨ブラウザで開いて下さい

ログイン画面を開きます



20

「パスワードのリセット」を
クリックします

パスワードの再設定ページ
へのリンクの有効時間は届
いてから６０分間です

登録したメールアドレスを
入力して下さい新しいパスワードを

入力して下さい

入力した内容で良ければ
「パスワードを変更する」をクリック

パスワードの再設定②

パスワードが変更されました

※パスワード再設定メールが届きます。



以上で申請は終了です



令和3年度 国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業

サマリ画面 通知のダウンロードについて



25 サマリ画面：通知のダウンロード①

各申請の「詳細」ボタンを押します。

採択結果が確定すると
申請マイページに「サマリ」ページが表示されます。



26 サマリ画面：通知のダウンロード②

DL

申請や事業の進捗に応じてステータス①②が
更新されます。

※ステータスが変更されるとメールで通知が届きます。

通知が発行されると「DL」ボタンからダウン
ロードできます。

採択状況ステータスに申請の
審査結果が表示されます。

サマリタブを選択します。
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マイページTop お知らせ欄について



28 マイページ：お知らせ機能①
申請システムにお知らせをアップした場合、以下の通知をメールします。

このURLをクリックすると
マイページが表示されます



29 マイページ：お知らせ機能②

お知らせがある場合、
こちらに日付と件名が表示されます。

クリックするとお知らせページに移動します。

マイページの「お知らせ」にご連絡事項が表示されます。



30 マイページ：お知らせ機能③

クリックするとお知らせページに移動します。

。

日付と件名が表示されます。

添付ファイルです。
クリックするとファイルがダウンロードされます。

ご連絡事項が表示されます。

件名をクリックするとお知らせ内容を確認できます。
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事業実施計画書提出画面について



32 事業実施計画書画面：提出書類のアップロード

提出する書類を選択してアップロードして下さい。

事業実施計画書タブを選択します。



33 事業実施計画書画面：承認された書類

提出した書類が承認されると
事務局から「承認された書類」に

アップロードされます。
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実施結果報告書画面について



35 実施結果報告書画面：提出書類のアップロード

実施結果報告書タブを選択します。

提出する書類を選択してアップロードして下さい。



36 実施結果報告書画面：承認された書類

提出した書類が承認されると
事務局から「承認された書類」に

アップロードされます。
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その他申請書画面について



38 その他申請書画面：提出書類のアップロード

提出する書類を選択してアップロードして下さい。

その他申請書タブを選択します。

交付決定通知が発行され、実施結果報告書の提出までの期間に
提出が必要になった各書類はこちらにアップロードしてください。



39

提出した書類が承認されると
事務局から「承認された書類」に

アップロードされます。

その他申請書画面：承認された書類
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口座情報登録について



41 口座情報の登録①

口座情報は実施結果報告書を提出する前に登録する必要があります。

「金融機関を検索」ボタンを押すと
金融機関検索画面が表示されます。

振込口座タブを選択します。



42 口座情報の登録②

検索項目を入力し検索を押すと
該当する金融機関の一覧が表示されます。
※すべての項目を入力する必要はありません。

使用する口座の金融機関を選び
「選択」ボタンを押してください。



43 口座情報の登録③

口座種類をご登録ください。
※「普通口座」「当座口座」から選択します。

口座番号をご登録ください。
※「普通口座」「当座口座」から選択します。

口座名義（カナ）をご登録ください。
※銀行に登録されている振込用のカナ名義です。

口座名義は全角で打ち込んだ後、フォーカスが外れると半角に変換されます。
（カタカナ・数字・アルファベット・記号）
※使用可能な記号は スペース「 」、ピリオド「．」、括弧「（」、「）」、ハイフン「－」、スラッシュ「／」、カンマ「，」、濁点「゛」、半濁点「゜」です。

口座名義が申請時に登録した団体名と異なる場合は事務局にご相談下さい。



44 口座情報の登録④
口座情報がわかるものとして、通帳をアップロードしてください。
対象となる書類は以下の通りです。

紙の通帳の場合 → 通帳を開いた1～2ページ目
※通帳を繰越した場合は、表紙もご提出ください。

※複数のファイルがある場合はここをクリックしてください。

① ここをクリックするとファイルをアップロードできます。
アップロードするファイルを選択してください。

② 保存ボタンをクリック
これで口座情報の登録完了です。

ネット通帳の場合 → 口座情報照会ページ



令和3年度 国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業 事務局
開局時間：平日10：00～17：00
ナビダイヤル：0570-047077
support@hanro-kaitaku.jp

お問合せ
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申請マイページの使い方
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