平成２６年度６次産業化支援体制整備事業

６次産業化ネットワーク
無料
推進セミナー＆相談会
受講料

定 員

150 名

相談会も同会場（同フロア）で同日開催します！

商品の魅力づくりと売れる仕組みづくり、
関連制度、地域ブランドの創出などが学べるチャンスです！
味には自信があるのに売れない。価格が高いと言われる。思うように販路拡大できない。
商品開発に限界を感じている。ブランドを作って地域の活性化を図りたい。
６次産業化に取組む、または取り組みたい方を対象に、制度説明から地域ブランドの作り方まで
新たな収益を生み出す仕組みなどについて学んでみませんか。

【開催日】

2015 年

3 月 3 日（火）

(13:00 - 16:20)

メルパルク広島 [６階 平成 ]（広島市中区基町 6-36 TEL:082-222-8501）
【対象者】 農林漁業者・団体、食品関連事業者、市町、関係機関等
【受講料】 無料
【定 員】 先着 150 名 ※お申込みは、裏面「お申込み票」にてお申し込みください。
【会 場】

お申し込み締め切り ２月２４日(火) ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
● 特別講演
１３：１０～１４：４０

『６次産業化による“ふるさと名物づくり”』
～ネットワークによる地域ブランドの創出と地域活性化～
コーソー経営研究所 所長

後久 博（ごきゅう

ひろし） 氏

* 全国各地で 6 次産業化に関する講演多数。必聴です！

● 情報提供
１４：５５～１６：２０

・平成 27 年度６次産業化ネットワーク交付金等制度について
ぜん

:広島県販売推進課

‣‣‣ 平成 27 年度の６次産業化に関する制度（補助事業）等について説明します。

・六次産業化法に基づく認定申請、補助事業等の活用、制度資金の活用等について
・６次産業化ファンドの活用事例等の紹介
:（㈱広島ベンチャーキャピタル
個別相談に応じます。
‣‣‣ カット野菜の製造・販売事業など ６次産業化ファンド の活用事例を紹介します。

・６次産業化優良事例の紹介

:野村アグリプランニング＆アドバイザリー（株）

‣‣‣ 水産業者によるファンド活用、柑橘生産法人の取組み、青果卸の農業参入と輸出の取組みなど、
最新の優良事例を紹介します。

● 相談会

各種相談会を開催します

時間は別紙をご覧ください。
各相談会で異なります。

・相談会① 農産加工機器メーカー等による相談会【 申込不要 】 ‣‣‣ 別紙を参照下さい
・相談会② ６次産業化プランナーによる相談会【 事前申込制 】 ‣‣‣ 別紙を参照下さい
・相談会③ 広島６次産業化サポートセンターによる相談会【 事前申込制 】
‣‣‣ 総合化事業計画の認定申請、補助事業、制度資金等について説明します。

別紙へ

お問合せ (一財)広島県森林整備・農業振興財団 (農業振興部)
TEL：082–541–6192
主 催

メール：support@hsnz.jp

広島県／広島６次産業化サポートセンター（一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団）

広島県森林整備・農業振興財団地域振興部 行
ＦＡＸ ０８２－５４１－５１７７

ＦＡＸ送信

推進セミナー＆各種相談会 お申込票
申込日

平成 ２７ 年

申込者

組織名等

連絡先

住所 （〒

月

日
申込者氏名

－

）

TEL

FAX

セミナー、相談会に参加希望の方は、以下の枠内もご記入ください。

●●【 特別講演・情報提供 】
推進セミナーに出席します

●【 相談会①

人

農産加工機器メーカー等による相談会 】

お申込みは不要です

●【 相談会②

申込者を含めて

入退場自由です（どなたでもご参加いただけます）

６次産業化プランナーによる相談会 】
（ 時間等調整後、こちらからご連絡いたします）

プランナー相談を希望します
希望講師（○印）

申込者を含めて

人

清水早苗プランナー （

）

河村健二プランナー （

）

平田 健プランナー （

）

神田博史プランナー （

）

【相談の概要】※パッケージデザイン、惣菜調理、衛生管理、薬草・ハーブ加工等について
相談内容

●【 相談会③

広島６次産業化サポートセンターによる相談会 】
（ 時間等調整後、こちらからご連絡いたします）

サポートセンター職員の相談を希望します

申込者を含めて

人

【相談の概要】※６次産業化の認定制度、制度資金、補助事業等の活用について
相談内容

※ お申し込みは、２月２４日（火）までにお願いします。
※ いずれも定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます

平成２６年度６次産業化支援体制整備事業

2015 年 3 月 3 日（火）開催！

入場

無料
※相談会

➊

相談会のご案内

受講料

無料

農産加工機器メーカー等による相談会

※申込不要

生産者の６次産業化を応援する専門業者から直接情報が得られます！
【会 場】 メルパルク広島 [６階 安芸 ] （セミナー会場と同じフロアです）
※来場者多数の場合は、入場制限させていただく場合があります

【時 間】 11：30 ～13：00、16：20 ～17：20 [ 入退場自由（どなたでもご参加いただけます）]
【概 要】 ６次産業化の取組みを支援する農産加工機器メーカー等７社による、農産物加工の施設
や製造機器、パッケージ等梱包資材など、生産者の素朴な疑問や具体的な質問にお応え
する相談会。 ※詳細は裏面をご覧ください。
（別紙のお申込票よりお申込みください）
相談会

➋

６次産業化プランナーによる相談会

※事前申込制

６次産業化を支援する専門家が生産者の不安や悩みについて相談に応じます！
【会 場】 メルパルク広島 [６階 安芸 ] （セミナー会場と同じフロアです）
【時 間】 11：00 ～11：50、16：30 ～17：20 （各回２組様限定）
【専門家】
（予定）

パッケージデザイン

：清水早苗 氏

（魚徳（株）広島営業所 所長）

県内では、米粉パン、コロッケ等地域の特産品づくりに関わる。
「ひろしまグッドデザイン賞（パッケージ
部門）
」
、
「広島広告協会企画制作賞（パンフレット部門）
」金賞などを受賞。

惣菜の調理・加工

：河村健二 氏

（Ｋフードデザイン研究所 所長）

鮎など地元産品を活用した調理、加工による惣菜づくりやレシピ開発などを手掛ける。鯉城会館の総料理
長などを歴任し、現在は道の駅舞ロードＩＣ千代田にて、レストラン「響」の開業、運営などを行う。

鮮度保持・衛生管理

：平田 健 氏

（比治山大学短期大学部 講師）

麺、こんにゃく、豆腐、菓子、果汁など、農産加工全般の製造技術、鮮度保持、食品の衛生管理に精通。
元広島県総合技術研究所食品工業技術センター統括研究員。

薬草・機能性食品

：神田博史 氏 （広島国際大学医療栄養学部 教授）

農産物の食薬機能性の研究から加工品、薬膳レシピの開発、食薬製品開発に関する法令、安全性の指導など
幅広い研究活動をベースに商品の提案を行う。元安田女子大学附属薬用植物園 園長。

（別紙のお申込票よりお申込みください）
相談会

➌

広島６次産業化サポートセンターによる相談会

※事前申込制

総合化事業計画の認定申請、補助事業、制度資金活用等について相談に応じます。
【会 場】 メルパルク広島 [６階 平成 ] （セミナー会場と同じ会場です）
【時 間】 10：00 ～10：50 、11：00 ～11：50
【対 応】 広島６次産業化サポートセンター職員 ほか

お問合せ

(一財)広島県森林整備・農業振興財団 (農業振興部)
TEL：082–541–6192

主 催

メール：support@hsnz.jp

広島県／広島６次産業化サポートセンター（一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団）

参加無料・入退場自由・予約不要・パンフレット持ち帰り可
相談会

➊

農産加工機器メーカー等
による相談会
《出展社のご紹介》

「どんな加工機器がある？」「実際どのくらい費用がかかるの？」「パンフレットだけ欲しい」
農産物の加工施設、機器のプランニング、導入実績等を持つ７事業者が、６次産業化に興味のある方、すでに取り組む方の
素朴な疑問から具体的な質問に、相談窓口を設けて直接お応えします。パンフレット等資料も豊富にご用意しています。

●出展社と相談内容
設備・
機器等

○ 簡易スライサー、皮むき器及び加工設備

/(有)尼子商店

農産加工の機械・器具・資材の総合卸売商社としての実績に加え、６次産業化プ
ランナーとして、味噌加工やジュース、餅の製造設備などの小規模施設も含めた
相談に応じます。

/(株)福井廚房

○ 農水産加工施設、メンテナンス
厨房機器や農産物加工機器等の設計・製造・施工を行っている。これまで豆腐加
工、筍の水煮、こんにゃく、ケチャップ等加工施設など 200 件以上の施工実績を
ふまえ、最適な施設のプラン等を紹介します。

/ホシザキ中国（株） ○ 急速冷凍機、真空包装機、ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ
農産加工分野でも導入が増えている 急速冷凍機 や 真空包装機 を始め、多品種
の加工品が手軽に作れる厨房機器などを紹介します。

/富士電機（株）

○ 次世代新物流マテハン『Ｄ-ＢＯＸ』
運搬トラックに荷物を積み込んでから出荷先、商品の陳列まで、農産品の温度管
理がラクに行える、新しい物流を担う可搬式コンテナについて紹介します。

/ﾌﾞｲｴﾌｱﾝﾄﾞﾃｨ（株） ○ 新しい技術【 バキュームフライ技術 】
野菜や果実、肉などを真空状態でフライにし、素材感を残したまま乾燥食品が作
れる。規格外品の付加価値化など新しい加工技術（ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾗｲ）を紹介します。

包装資材・
店舗機器等

/凸版印刷(株)

○ パッケージデザインを含めた消費者目線の包装資材
農産物や加工食品の特性に合わせた資材の選び方や、商品の売り方を含めたパッ
ケージの提案など、販売促進を支援する包装資材を紹介します。

/(株)サトー

○ ラベルやシールの適正表示、効率的な店舗機器
売上向上につながるラベルづくり、食品の適正表示、貼付作業の効率化につなが
るラベルプリンタやハンドラベラーなど直売所等でも使える店舗機器について紹
介します。

お問合せ

(一財)広島県森林整備・農業振興財団 (農業振興部)
TEL：082–541–6192

主 催

メール：support@hsnz.jp

広島県／広島６次産業化サポートセンター（一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団）

