
岩手県「買うなら岩手のもの」総合サイト 

店舗情報掲載用シート 

買って、食べて地域を元気に応援キャンペーン 

「買うなら岩手のもの」総合サイト製作、運用開始のお知らせ 

【本件に関するご連絡・お問い合わせ先】 
岩手県商工労働観光部産業経済交流課 竹花・佐々木（琢磨）（電話：019-629-5537） 

クリケット 代表 土樋（電話：019-601-7341） 

【総合サイト活用方法】 
  

• 検索地からの距離が分かる。表示店舗から近い他の
店舗や施設が分かる…消費の回遊を生む、観光地と飲
食店・小売店との位置関係が分かる。 

• 検索結果をランダム表示…新しい発見を生む。 
• 生産者や事業者を紹介…ビジネスマッチングを生む。

若者に岩手の魅力を伝えることができる 
• コンテンツが同時に掲載される…目的の情報（例：飲

食店検索）以外が表示されるため、「ついで見」を
誘発できる。新しい発見を生む。 

■ポータルサイトの概要 
 
 この度の支援事業は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のための外出自粛等により、売上減少となった飲食店
をはじめ多くの事業者の活動紹介や、生産者と事業主の
ビジネスマッチング、多くの県民の皆さまが自県の商品
や製品を知って買って応援できるポータルサイトの構築
を目指します。 
岩手県内で事業をなさっている事業主の皆さまにおかれ
ましては、県内マーケットへの訴求チャンネルとして登
録をお勧めいたします。  

1. 「買うならいわてのもの」で検索 
2. 岩手県のホームページ「買うなら岩手のもの運動」、左側のメニュー「買うなら岩手のもの運動」総合サイトについてに

進み、「https://katte-tabete-iwate.com」のリンクから登録画面に進む。 

パソコンで登録 

1. 右のQRコードを読み取り、登録画面へ進む。 
※または、「パソコンで登録」の方法で登録画面へ進む。 

スマホで登録 

1. 次のページの、「A. 食べる」「B. ショッピング」「C. 美容・健康」「D. 学ぶ」「E. 暮らし」「F. お出かけ・レジャー」か
ら事業に当てはまるカテゴリを選び、必要事項をご記入ください。 

2. 「【共通】店舗・施設情報」用紙に必要事項をご記入ください。 
3. 1と2で記入した用紙をお送りください。 

 

■FAX … ０１９−６０１−７３４１ 
 
■郵送 … 〒020-0881 岩手県盛岡市天神町４−８天神コート２０８ 
           クリケット 宛て 

用紙に記入し、FAX／または郵送で申し込む 

登録は無料です 
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ホームページ製作会社「クリケット」を事務局とした「買うなら岩手のもの」総合サイト製作委員会は、 
岩手県が主導する「買うなら岩手のもの運動」に協力し、県内企業や生産者を応援する 

ポータルサイトを構築する支援事業を実施することとしました。 
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「買うなら岩手のもの」総合サイト 掲載情報登録 

①日本料理・割烹 ②和食（その他） ③寿司 海鮮料理 ④天ぷら・揚げ物 ⑤そば・うどん 

⑥ラーメン専門・麺類 ⑦一般食堂 ⑧焼き鳥・串焼き ⑨郷土料理 ⑩洋食・西洋料理 

⑪アジア・エスニック ⑫カレー専門 ⑬焼肉・ホルモン・鍋料理 ⑭居酒屋・ダイニングバー 

⑮喫茶・コーヒー・軽食 ⑯パン・サンドイッチ ⑰菓子・スイーツ ⑱ファミレス ⑲レストラン ⑳弁当 

㉑食材配達・宅配 ㉒酒店・酒販 ㉓ハンバーガー等 ㉔野菜・果物 ㉕惣菜  ㉖その他 

カテゴリ記入シート 

A. 食べる（飲食店・食品販売・食財宅配など「食」に関する事業） 

業態 

①飲食店 ②小売店 ③居酒屋 ④酒場・ビアホール ⑤宿泊施設（飲食提供有り） ⑥食品加工・製造（販売店・直販方法

を有する場合） ⑦生産者／生産会社（販売店・直販方法を有する場合） ⑧道の駅（レストラン・売店を有する場合） 

⑨産直 ⑩テイクアウト専門店 ⑪コンビニエンスストア ⑫ファーストフード ⑬配達専門（食財配達） ⑭その他 

業態 

販売方法 ①店内飲食 ②店頭販売 ③テイクアウト ④デリバリー／配達／宅配 （複数回答可） 

通販の有無 ①している ②していない ③する予定がある  （１つ選択） 

①の場合のホームページアドレス https:// 

郷土料理・県産品の取扱 ①郷土料理を提供している ②県産品食財を料理に使用している ③県産品を販売している 
④郷土料理・県産品を提供／販売している ⑤郷土料理・県産品の提供／販売はない 

テイクアウトやデリバリー／配達／宅配の注文に必要な情報をお書きください。 
 
 
 
 
 
 

注文方法 

料理や商品のアレルギー表示を、登録する料理別にご記入ください。 
 
 
 
 

アレルギー表示 

画像登録フォーム 画像登録メール 画像は６枚まで登録できます。１枚の画像につきそれぞれ以
下の情報を登録出来ます。 
① 画像名称（料理名など） 
② 価格（または備考） 
③ 画像の説明分（料理紹介文章） 
 
※メールで写真画像をお送りいただく場合は、メール１通に
つき 
件名…お店の名前 
本文…①画像名称（料理名など）②価格（または備考）③画像
の説明分（料理紹介文章）をお書きの上送信ください。 

画像登録 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

A. 「食べる」専用 

※店舗ページに表示する画像を登録します。 
「フォーム」は画像ファイルと必要情報を一括で登録で
きます。 
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「買うなら岩手のもの」総合サイト 掲載情報登録 

①服・ファッション小物 ②呉服・着物・和装小物 ③ブランド・セレクトショップ ④シューズ・バッグ 

⑤家電・パソコン・スマホ ⑥メガネ・コンタクト ⑦貴金属・宝飾・時計 ⑧生活用品・日用雑貨 ⑨ドラッグストア 

⑩子供用品 ⑪玩具・TVゲーム ⑫自動車・修理・関連用品等 ⑬自転車・バイク・関連用品等 

⑭スポーツ・アウトドア用品 ⑮工芸品・手芸品 ⑯家具・インテリア ⑰DIY・工具・ガーデン ⑱ホームセンター 

⑲音楽・楽器 ⑳絵画・用具 ㉑書籍 ㉒文房具・オフィス用品 ㉓ビューティー関連 ㉔カメラ・写真・映像 

㉕リサイクル・古物 ㉖チケット ㉗アプリ・ソフトウェア等 ㉘雑貨・小物 ㉙花屋 ㉚コンビニエンスストア 

㉛その他 

カテゴリ記入シート 

B.ショッピング（「食」以外に関する事業） 

業態 

①小売店 ②メーカー・直販 ③道の駅 ④産直 ⑤スーパー・デパート ⑥コンビニエンスストア 

⑦ホームセンター ⑧大型店 ⑨専門店 ⑩その他 

業態 

販売方法 ①店頭販売  ②通販（オンライン販売） 

通販の有無 ①している ②していない ③する予定がある  （１つ選択） 

①の場合のホームページアドレス https:// 

県産品の取扱 ①県産品を販売している  ②取扱はない  ③取り扱う予定がある 

画像登録フォーム 画像登録メール 

画像は６枚まで登録できます。１枚の画像につきそれぞれ以下の情報を登録出来ます。 
① 画像名称（料理名など） 
② 価格（または備考） 
③ 画像の説明分（料理紹介文章） 
 
※メールで写真画像をお送りいただく場合は、メール１通につき 
件名…お店の名前 
本文…①画像名称（料理名など）②価格（または備考）③画像の説明分（料理紹介文章）をお書きの上送信ください。 

画像登録 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

B. 「ショッピング」専用 

※店舗ページに表示する画像を登録します。 
「フォーム」は画像ファイルと必要情報を一括で登録で
きます。 
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「買うなら岩手のもの」総合サイト 掲載情報登録 

①理容・美容・ヘアサロン ②整体・はり・灸・マッサージ ③ネイル・まつげ ④スポーツジム ⑤エステティックサロン 

⑥リラクゼーション ⑦接骨・整骨 ⑧銭湯・風呂 ⑨その他 

カテゴリ記入シート 

C.「美容・健康」に関する事業・サービス 

業態 

①小売店 ②店舗 ③ジム ④エステサロン・美容サロン ⑤その他 

業態 

販売方法 ①来店施術 ②店頭販売・来店 ③オンライン（遠隔サービス） ④通販（オンライン通販） ⑤その他 

通販の有無 ①している ②していない ③する予定がある  （１つ選択） 

①の場合のホームページアドレス https:// 

画像登録フォーム 画像登録メール 
画像は６枚まで登録できます。１枚の画像につきそれぞれ以下の
情報を登録出来ます。 
① 画像名称（料理名など） 
② 価格（または備考） 
③ 画像の説明分（料理紹介文章） 
 
※メールで写真画像をお送りいただく場合は、メール１通につき 
件名…お店の名前 
本文…①画像名称（料理名など）②価格（または備考）③画像の説
明分（料理紹介文章）をお書きの上送信ください。 

【共通】画像登録 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

C. 「美容・健康」 

※店舗ページに表示する画像を登録します。 
「フォーム」は画像ファイルと必要情報を一括で登録で
きます。 

①学習 ②趣味 ③英会話・語学学習 ④キャリア ⑤指導・アドバイス ⑥料理 ⑦伝統文化・継承 ⑧武道 ⑨サッカー 

⑩野球・ソフトボール ⑪バスケットボール ⑫バレーボール ⑬ラグビー ⑭バドミントン ⑮卓球 ⑯スポーツ（他 

⑰ダンス ⑱バレエ ⑲音楽 ⑳パソコン教室 ㉑各種専門学校 ㉒保育園 ㉓幼稚園 ㉔託児所 ㉕高等学校 

㉖大学・短期大学 ㉗博物館・資料館・科学館 ㉘その他 

カテゴリ記入シート 

D. 「学ぶ」に関する事業・サービス 

業態 

①学習塾 ②習い事教室 ③文化教室 ④専門学校 ⑤コンサルティング ⑥教室 ⑦保育園・幼稚園 ⑧託児所 

⑨スポーツクラブ ⑩施設 ⑪その他 

業態 

販売方法 ①現地、教室等で（集金） ②オンライン決済 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

D. 「学ぶ」 

【共通】画像登録 
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「買うなら岩手のもの」総合サイト 掲載情報登録 

①皮膚科・形成外科 ②アレルギー科 ③リハビリ ④外科 ⑤内科 ⑥循環器科 ⑦呼吸器科 ⑧歯科 ⑨小児科 ⑩脳神

経外科 ⑪産科・婦人科 ⑫耳鼻咽喉科 ⑬泌尿器科 ⑭眼科 ⑮神経精神科 ⑯薬局・薬店 ⑰ブライダル ⑱仏壇仏具 

⑲葬儀社 ⑳水道工事 ㉑電気工事 ㉒ガス供給・工事 ㉓ガソリンスタンド・洗車 ㉔任意保険 ㉕有料家事手伝い・お助

け ㉖製造・修理 ㉗税理士・会計士 ㉘弁護士・司法書士・行政書士 ㉙貸しスタジオ・ホール・会議室 ㉚スポーツ施

設・道場・体育館 ㉛ペット関連・動物病院 ㉜介護施設 ㉝印刷・大判プリント ㉞レンタルDVD・CD ㉟レンタル備品 

㊱レンタル（他 ㊲その他 

カテゴリ記入シート 

E. 「暮らし」関連事業 

業態 

①病院・クリニック ②店舗 ③出張業務 ④持ち込み ⑤施設 ⑥スタジオ ⑦貸しスペース・ホール ⑧その他 

業態 

販売方法 ①来店時 ②出張時（集金） ③オンライン決済 ④その他 

画像登録フォーム 画像登録メール 
画像は６枚まで登録できます。１枚の画像につきそれぞれ以下の
情報を登録出来ます。 
① 画像名称（料理名など） 
② 価格（または備考） 
③ 画像の説明分（料理紹介文章） 
 
※メールで写真画像をお送りいただく場合は、メール１通につき 
件名…お店の名前 
本文…①画像名称（料理名など）②価格（または備考）③画像の説
明分（料理紹介文章）をお書きの上送信ください。 

【共通】画像登録 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

E. 「暮らし」 

※店舗ページに表示する画像を登録します。 
「フォーム」は画像ファイルと必要情報を一括で登録で
きます。 

①観光地 ②観光施設 ③温泉 ④レンタカー ⑤カラオケ ⑥ボウリング ⑦映画館 ⑧マンガ喫茶 

⑨ゴーカート・オートバイ・モータースポーツ ⑩パラセイリング・パラグライダー ⑪川下り ⑫モノ作り体験・体験教室 

⑬イチゴ狩り ⑭さくらんぼ狩り ⑮摘み取り体験（他） ⑯農業体験 ⑰キャンプ場 ⑱遊園地 ⑲水族館 

⑳動物園・植物園 ㉑スキー場 ㉒旅館 ㉓ホテル（一般） ㉔ビジネスホテル ㉕その他 

カテゴリ記入シート 

F. 「お出かけ・レジャー」関連事業 

業態 

①観光施設 ②温泉施設 ③店舗 ④モータースポーツ ⑤スポーツ（他） ⑥施設 ⑦その他 

業態 

該当するものまたは最も近いものに１つだけ○をしてください 

該当するものに○をしてください（複数回答可） 

F. 「お出かけ・レジャー」 

【共通】画像登録 
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「買うなら岩手のもの」総合サイト 掲載情報登録 

店舗名称 店舗名称ふりがな 

店舗住所 

〒 

市区町村 以下（字名・番地等） 

ビル・建物名・階層・部屋番号等 

営業時間 

定休日 

ホームページアドレス 専用駐車場の有無 

①ある ②ない 

お店・施設の紹介文章 

 
 
 
 
 
 

お客様に向けて、お店の紹介やメッセージを公開します（200文字位まで） 

楷書（文字を崩さずに）でハッキリとご記入ください 

【共通】店舗・施設情報 

ご担当者（責任者）お名前 ご担当者（責任者）お名前 ふりがな 

所属部課名・役職名 

ご連絡先住所 

①店舗と同じ ②別（                                             ） 

ご連絡先電話番号 

①店舗と同じ ②別（                                             ） 

電話番号 

       ー       ー 

 岩手県 商工労働観光部産業経済交流課 より、「買うならいわてのもの」運動のご案内を送付いたします。 
 登録情報の精査、必要な場合は内容の確認等において「クリケット（ホームページ管理会社）」または県よりご連絡を差し上げる事がご

ざいます。 
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カテゴリ記入シート 【共通】店舗・施設情報 

【共通】画像登録 

＋ FAX／郵送で送る 

フォームまたはメールで送信 


