
【食品以外】出品一覧

№ 商品名
原材料

※綿、絹、プラスチックなど具体的に入力ください
※製造を外部委託してる場合などは、製造者もご入力ください

大きさ
※高さ・奥行・幅・重さを入力ください

数量
※1点物の場合　「１」

複数作成できる場合　「無制限」

備考
※販売方法

ギフトの有無など

PIPPO販売時の希望

販売価格
送料込み※下記をご参照ください

配送方法　
※その他の場合は詳細をご入力下さい

例

さをり織コースター 綿 10×10cm 1
2枚1セット
無料ギフト包装あり 1000 クリックポスト

例

ビーズイヤリング ガラスビーズ　金属 直径5㎝ 無制限
有料ギフト　箱　100円
無料ギフト　リボンのみ 1500 レターパックライト
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項目 解説 例1 例2 ① ② ③

出品一覧商品№ 「【食品】出品一覧シート」に記載の該当商
品№を記載 例A, 例B 例B

商品名 ぴっぽブレンド茶 バタークッキー

一括表示
※賞味期限以
外は、商品に記
載の内容を入

力

名称 焼き菓子、米菓などの一般名称 混合茶 クッキー

原材料名 添加物、アレルギー、原料原産地、遺伝子
組み換え食品等のルールに従い記載

大麦（国産）、米、はと麦、とうも
ろこし、小豆

小麦粉（国内製造）、砂糖、バ
ター（乳成分を含む）、卵、食塩、
／ 膨脹剤

内容量 重量（g, kg）、体積（ml, L）または数量
（個、枚）で単位を明記し表示

200g（5g×40袋） 20g

賞味期限

①「製造日から〇〇日」→賞味期限の設
定日数
②「発送日から〇〇日以上」→発送日時
点で保証する日数
※商品ページに記載するため①②両方記
載して下さい。

①製造日から180日
②発送日から150日以上

①製造日から28日
②発送日から21日以上

保存方法 直射日光・高温多湿を避け、冷
暗所にて保存して下さい。

直射日光・高温多湿を避け、保
存して下さい。

原産国名 紅茶など、製品輸入に当たる場合のみ

表示責任者 表示責任者（製造者/加工者/販売者など）
の名称、住所を記載

販売者：NPO法人ぴっぽ
東京都＊＊＊＊

製造者：NPO法人ぴっぽ
東京都＊＊＊＊

製造所・加工所等 表示責任者と同じ場合には不要 製造者：有限会社カバさん
東京都＊＊＊＊

同上

栄養成分
表示

※商品に記載
の内容を入力

表示食品単位 1袋（〇g）当たり、100g当たりなど 1枚（20g）当たり

エネルギー 「栄養成分表示を省略できる又は要し
ない食品」に該当する場合には不要。
ただし、該当しても商品に記載してい
る場合には食品表示基準に従い記載

104kcal

たんぱく質 1.2g

脂質 5.6g

炭水化物 12.6g

食塩相当量 0.14g

備考
栄養成分にバラつきがあり「合理的な推定
により得られた一定の値」を表示する際
は、「推定値」「この表示値は、目安です。」
のいずれかを記載

省略できる食品に該当するた
め、記載なし 推定値

特記事項

項目 解説 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

出品一覧商品№ 「【食品】出品一覧シート」に記載の該当商
品№を記載

商品名

一括表示
※賞味期限以
外は、商品に記
載の内容を入

力

名称 焼き菓子、米菓などの一般名称

原材料名 添加物、アレルギー、原料原産地、遺伝子
組み換え食品等のルールに従い記載

内容量 重量（g, kg）、体積（ml, L）または数量
（個、枚）で単位を明記し表示

賞味期限

①「製造日から〇〇日」→賞味期限の設
定日数
②「発送日から〇〇日以上」→発送日時
点で保証する日数
※商品ページに記載するため①②両方記
載して下さい。

保存方法
原産国名 紅茶など、製品輸入に当たる場合のみ

表示責任者 表示責任者（製造者/加工者/販売者など）
の名称、住所を記載

製造所・加工所等 表示責任者と同じ場合には不要

栄養成分
表示

※商品に記載
の内容を入力

表示食品単位 1袋（〇g）当たり、100g当たりなど

エネルギー 「栄養成分表示を省略できる又は要し
ない食品」に該当する場合には不要。
ただし、該当しても商品に記載してい
る場合には食品表示基準に従い記載

たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

備考
栄養成分にバラつきがあり「合理的な推定
により得られた一定の値」を表示する際
は、「推定値」「この表示値は、目安です。」
のいずれかを記載

特記事項

項目 解説 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

出品一覧商品№ 「【食品】出品一覧シート」に記載の該当商
品№を記載

商品名

一括表示
※賞味期限以
外は、商品に記
載の内容を入

力

名称 焼き菓子、米菓などの一般名称

原材料名 添加物、アレルギー、原料原産地、遺伝子
組み換え食品等のルールに従い記載

内容量 重量（g, kg）、体積（ml, L）または数量
（個、枚）で単位を明記し表示

賞味期限

①「製造日から〇〇日」→賞味期限の設
定日数
②「発送日から〇〇日以上」→発送日時
点で保証する日数
※商品ページに記載するため①②両方記
載して下さい。

保存方法
原産国名 紅茶など、製品輸入に当たる場合のみ

表示責任者 表示責任者（製造者/加工者/販売者など）
の名称、住所を記載

製造所・加工所等 表示責任者と同じ場合には不要

栄養成分
表示

※商品に記載
の内容を入力

表示食品単位 1袋（〇g）当たり、100g当たりなど

エネルギー 「栄養成分表示を省略できる又は要し
ない食品」に該当する場合には不要。
ただし、該当しても商品に記載してい
る場合には食品表示基準に従い記載

たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

備考
栄養成分にバラつきがあり「合理的な推定
により得られた一定の値」を表示する際
は、「推定値」「この表示値は、目安です。」
のいずれかを記載

特記事項

食品詳細



項目 解説 例1 例2 ① ② ③
出品一覧商品
№

「【食品】出品一覧シート」に記載の該当商品
№を記載

例A 例B

商品名 ぴっぽコーヒー（ブラジル） ドリップ珈琲（ライトブレンド）

名称
商品名ではなく「レギュラーコーヒー」「レギュ
ラーコーヒー（粉）」等の名称表示

レギュラーコーヒー レギュラーコーヒー（粉）

原材料名・
生豆生産国名

●「コーヒー豆」の記載の後、括弧書きで生豆
生産国名を表示。
●ブレンドの場合は国名を重量の多い順に表
示。3か国以上使用している場合は、2か国以
上表示し、それ以外は「その他」「他」と表示
可能。

コーヒー豆
（生豆生産国名：ブラジル）

コーヒー豆
（生豆生産国名：ブラジル、コロン
ビア他）

内容量 gまたはkgの単位で、単位を明記して表示。 200g 10g

賞味期限

①「製造日から〇〇日」→賞味期限の設定日
数
②「発送日から〇〇日以上」→発送日時点で
保証する日数
※商品ページに記載するため①②両方記載
して下さい。

●製造日から180日
●発送日から120日以上

●製造日から120日
●発送日から100日以上

保存方法 未開封の場合の保存方法を記載。
直射日光・高温多湿をさけてくだ
さい。

直射日光・高温多湿をさけてくだ
さい。

使用上の注意

開封後の保存や、火傷への注意喚起などを
具体的に表示する。
※欄内に一括して表示することが困難な場合
には、近接した他の箇所も可。

開封後は密閉保存し、できるだ
け早めにお召し上がりください。

●開封後は早めにお召し上がりく
ださい。
●熱湯を注ぐ際は火傷に十分ご
注意ください。

挽き方

粗挽き（荒挽き）、中挽き、中細挽き、細挽き、
極細挽きを表示。
※豆製品は不要。

中細挽き

表示責任者 製造者、加工者、販売者の名称および住所。
販売者：NPO法人ぴっぽ
東京都＊＊＊＊

製造者：NPO法人ぴっぽ
東京都＊＊＊＊

製造所・加工
所等

「表示責任者が販売者で製造が別の施設で
ある場合」、「製造者の所在地と、工場の所在
地が異なる場合」などは別途表示が必要。
※表示責任者と同じ場合には不要

製造者：有限会社カバさん
千葉県＊＊＊＊

備考

「豆と粉を選べるため挽き方を記載できない
場合」、「欄外に商品ページに反映した方が
良い情報が記載されている場合」等に記載。

・豆・粉を注文時に選べる

【コーヒー】食品詳細



【食品】出品一覧

№ 商品名
単品販売

or
セット販売

【セット販売の場合】 PIPPO販売時の希望

商品内容
※中身の商品名・数量を入力

サイズ
※外箱等の縦・横・高さ、重量を入力

販売価格
送料込み※下記をご参照ください

配送方法　
※その他の場合は詳細をご入力下さい

例A ぴっぽブレンド 単品販売 1000 レターパックプラス

例B ぴっぽコーヒーギフト セット販売
・ぴっぽブレンド150g
・バタークッキー10枚 225×225×80mm・480g 2400 ゆうパック

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10



熨斗の対応について
対応の有無 あり

対応内容
※内容を右記にご記載ください。

例）慶事の場合：
水引の種類　　花結び、結び切り
表書きの種類

弔事の場合：
水引の種類　　結び切り、鮑結び
表書き 例）志　御供　
墨の種類 濃墨　薄墨
弔事でお使いの場合は、包装紙で包み、
熨斗は外掛けで対応させていただいてお
ります。

ギフトの対応について
対応の有無 あり（無料)

金額 円（例：350円）
対応内容

※内容を右記にご記載ください。

例）リボンをつけてお届けします。
包装紙に包んで、リボンをつけてお届けしま
す。

メッセージカードの対応について
対応の有無 あり（無料)

例）ありがとう。
ありがとうございます。
お誕生日おめでとう。
HAPPY　BIRTHDAY
自由記入（お好きなメッセージを印字できま
す。）



通年での日時指定の対応について
対応の有無 あり

配送業者
※ご利用の配送業社にチェック

を入れてください

佐川急便

午前中（8時～12時）        
12時～14時        
14時～16時        
16時～18時        
18時～20時        
18時～21時        
19時～21時

クロネコヤマト

08：00～12：00
14：00～16：00
16：00～18：00
18：00～20：00
19：00～21：00

郵便局

午前中
12時頃～14時頃
14時頃～16時頃
16時頃～18時頃
18時頃～20時頃
19時頃～21時頃
20時頃～21時頃

その他（宅配業者名： ） 時間をご記入ください。

対応内容
※何日前の注文で対応可能か
右記にご記載ください。

回答例）
ご注文日から５日以降の日時指定が可能で
す。
※ご注文数や在庫数によってご対応できな
い場合がございます。予めご了承ください。
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