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ログイン方法

③ ログイン画面が表示されます

④ ID・パスワードでログインします

⑤ トップ画面が表示されます

① ポータルサイトを開きます

「三重県食品提供システムポータルサイト みえ～る」

https://www.miefood.jp

② 団体ログインをクリック

②
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トップ画面（メニュー機能）

1

2

3

4

6

機能メニュー名 機能概要

1
団体情報管理
（ポータルサイトに掲載）

・団体情報のPR登録
・団体情報の確認、編集

2 提供食品管理
・提供食品一覧の閲覧
・提供食品の詳細確認

3 やりとり履歴管理
・提供者にメッセージ送信
・提供者とのやりとりを確認（伝言板）
・やりとりの進捗を確認（進行ステータス）

4 受渡書一覧 ・受渡書の出力（発行）

5 操作マニュアル 操作マニュアルを表示

6 ログアウト ・システムからログアウト

5
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団体情報管理１

ポータルサイトの食品提供団体に表示される情報のPR登録・編集できます。
主に団体情報に変更があった際に利用します。

① ②

① 編集：団体情報のPR登録・編集ができます。

② やりとり履歴：提供者とのやりとりが確認できます。（やりとり履歴管理のページに変わります）
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１ 団体情報管理

団体情報を編集する（PRを登録する）

① 「編集」ボタンをクリック

「変更する」にチェックを入れると
パスワードを変更できます

② 編集箇所を編集します

新規団体登録で入力した情報が表示されます。
登録後、必要に応じてPR文登録・編集を行ってください。

■公開・非公開について
ポータルサイトに掲載するかを
設定できます

ポータルサイトに掲載：公開
非掲載にしたい：非公開
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１ 団体情報管理

③ 編集が完了したら
「確認する」をクリック

④ 確認画面が表示されます
⑤ 確認が完了したら
「登録する」をクリック

⑥団体情報管理画面が表示
されます

⑤

③

団体のPRを記載できます
PRは3つまで入力可能です

・団体PRタイトル
・団体PR
・画像

記載例）
・団体の取り組み
・団体の特徴

提供食品の受付開始、
受付終了の前日にお知らせ
を通知することができます
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提供食品管理２

提供される食品の一覧を閲覧・詳細を確認できます。
提供食品が登録された時・提供食品の受付終了日の前日にメール通知でお知らせが届きます。

① 検索：受け取りたい食品選択し、「表示」で検索できます。

② 詳細：提供される食品の詳細を確認できます。

③ やりとり履歴：「受取希望」を行った提供者とのやりとりを確認できます。

（やりとり履歴のページに変わります）

④CSVダウンロード：登録された提供食品の情報をCSV形式でダウンロードできます。

②

③

①

④
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２ 提供食品管理

受け取りたい食品を「受取希望」する

① 「詳細」ボタンをクリック

② 受け取りたい食品の詳細を確認

■数量
提供者が提供できる数です
※受取者は受け取りたい数だけ
「受取希望」後指定できます

■1団体当たりの提供上限数
提供者が1団体に提供できる最
大の数です
※「指定無し」の場合、上限はあ
りません

③

■配送方法について
直接受取か配送を希望できます
※提供者によって変わります

配送には3種類あります

・無料
・有料
・条件付き無料
※「条件付き無料」の場合は
条件が表示されます

③ 確認が完了ししたら
「受取希望」をクリック
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２ 提供食品管理

④ メッセージを入力する画面が
表示されます

⑤ 必要事項・メッセージを入力します
・希望数量
・希望配送方法
・メッセージ

⑥入力が完了したら「送信する」を
クリック

⑦ 送信内容確認画面が表示されます
⑧ 「送信する」をクリック

※送信後、提供者に「受取希望」の
メッセージが届きます

（この後の操作は
「3.やりとり履歴の管理」を参照）

⑥

⑧

「詳細表示」をクリックすると、
各情報の詳細が表示されます
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やりとり履歴管理３

「やりとり履歴」は、提供者と受取者が食品と受け渡しに関して、具体的に調整するメッセージを
交換する伝言板機能です。
提供者とやりとりをする時には、メッセージを送信してやりとりを行います。
メッセージを受信した際は、登録しているメールアドレスに通知されます

現在の進行状況、過去にどのような調整において受け渡しがなされたのかいつでも確認することが
できます。

① 検索：提供者別やステータス（状況）ごとなどやりとりの検索ができます

② 詳細：進行ステータス、提供者情報、受取者情報、提供情報、

メッセージの送信、メッセージ履歴を確認できます。

※配布完了後は必ず「配布完了報告」のメッセージ送信が必要です

③CSVダウンロード：やりとり履歴をCSV形式でダウンロードできます。

②

①

③
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進行ステータス 進行条件 入力者

新規受取希望
受取希望時
（1回目のメッセージ登録）

受取者

調整中 2回目以降のメッセージ登録 提供者・受取者

受渡完了 受渡完了日の登録 提供者

受取完了 受取完了日の登録 受取者

配布報告完了
配布完了日の登録
※メッセージ登録必須

受取者

キャンセル受取 受取キャンセルの登録 受取者

提供中止 提供中止の登録 提供者

３ やりとり履歴管理

食品の受け渡しに関して、ステータス（進行状況）を確認できます。

進行ステータス

ステータス（進行状況）はやりとり履歴で確認できます。
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３ やりとり履歴管理

提供食品登録から配布完了報告までの流れ

提供者 受取者

やりとり履歴で「配布完了報告」を確認

②提供食品一覧から受け取りたい食品を選別
③「受取希望」のメッセージを送信

①提供食品を登録

新規受取希望

⑥「受取希望日時」確認し、適宜受け渡し方法に関して連絡
⑦受渡場所・配送日時が決まれば、受渡・配送実施
⑧受渡・配送が完了次第、「受渡完了日」を登録
（受領書発行可能）

受渡完了

進行ステータス

⑤「提供可能日」を確認し、「受取希望日時」を登録

④「受取希望」を確認、「提供可能日時」を登録

調整中

⑨食品を受取次第、「受取完了日」を登録
（受渡書発行可能）

受取完了

⑩食品配布完了後、「配布完了報告」を登録

配布報告完了

やりとり終了
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提供者が「提供可能日時」を登録し、メッセージ送信すると、やりとり履歴に表示・メール通知されます。
（ステータス：調整中）

受取者とやりとりする

３ やりとり履歴管理

①「詳細」をクリックします

進行ステータスが確認できます

②

② 提供情報の
・提供可能日時を確認
・受取希望日時
・メッセージ
を入力します

③
③ 「送信する」をクリックします

■やりとり履歴リスト
登録した提供食品に関しての
やり取り履歴が進行ステータス
とともにリストで表示されます

受取をキャンセルしたい場合、
「キャンセル」にチェックし、
メッセージを送信します
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３ やりとり履歴管理

④ 提供者と受取について連絡
します

提供者が受渡・配送が完了後、
「受渡完了日」を登録します
提供者が「受渡完了日」を
登録していることを確認

（ステータス：受渡完了）

⑤食品が届いたら
・受取完了日
を入力し、送信します

（ステータス：受取完了）

⑥送信後、食品の配布が
完了次第
配布完了報告を入力します
※必須

・配布先
・配布個数
・配布状況（写真）
・メッセージ
を入力し、送信します
（ステータス：配布報告完了）

⑦これで受渡が完了しました

⑤
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受渡書一覧４

受渡書一覧では、受渡書出力（発行）をすることができます。

① 受渡書出力：クリックすると、受渡書を出力できます。

①
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メール通知一覧

通知タイミング 件名 本文

新規団体登録申請を
行ったとき

新規利用団体申請

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
団体名 様の利用団体申請を受け付けました。
事務局による承認後に、ログインID・パスワードが通知されま
す。
承認通知が届くまで、しばらくお待ちくださいますよう、お願い
致します。

利用団体として承認さ
れたとき

承認
新規利用団体申請

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
％団体名％ 様の利用団体申請が承認されました。
ログインID・パスワードをお知らせします。
大切に管理をお願いします。

ログインＩＤ：
パスワード：

下記ＵＲＬよりログインし、ご利用ください。
ログインＵＲＬ

団体登録が却下された
とき

却下
新規利用団体申請

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
団体名 様の利用団体申請が却下されました。

食品の受付が開始した
とき

新しく登録された食品
三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
新しい食品が登録されました。

食品の「受取希望」をし
たとき

受取希望メッセージ
送信完了

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の食品に受取希望のメッセージを送信しました。
食品によっては、多くの受取希望が寄せられる場合があります。
ご希望通りに受領ができない場合もありますので、ご了承くだ
さい。

提供者からメッセージが
届いたとき

新着メッセージがありま
す

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の食品に新しいメッセージが届きました。

提供者が受付中の食
品を提供中止したとき

提供中止
三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の食品の提供が中止されました。

提供者が食品を出荷し
たとき
※配送のみ通知

出荷完了
三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の受取を希望した食品が出荷されました。

「受取完了日」を登録
したとき

受取済み食品リスト

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の食品に関して、受取が完了しています。
対象者への配布が完了しましたら、
配布完了日および配布状況等の登録をお願いします。

受付中の食品
受付終了の前日

受付が終了する
食品リスト

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の食品は、まもなく受付が終了します。

管理者がやりとりを登録
したとき

新着メッセージがありま
す

三重県食品提供システムからの自動送信メールです。
下記の提供食品に新しいメッセージが届きました。

登録しているメールアドレスに通知が届きます。
通知内容は以下の通りです。
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