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Ⅰ

事業・研修会等のお知らせ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「地域産品の商品開発・販路拡大セミナー」の受講者募集について
福島県観光物産交流協会では、県内で地域産品の生産活動を行う事業者様を対象として
「地域産品の商品開発・販路拡大セミナー」を開催いたします。地域産品（県産品）の風
評払拭と販売力が向上するよう、売れる商品づくりから売り方まで広範に学べる内容とな
っております。
記
１

開催日時
第１回 平成２８年１１月２８日（月）
第２回 平成２８年１２月 ９日（金）
第３回 平成２８年１２月２０日（火）
第４回 平成２９年 １月２５日（水）
第５回 平成２９年 ２月 ６日（月）
第６回 平成２９年 ２月２０日（月）
※時間は各回とも１３：３０～１６：００

２

開催場所
ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南二丁目５２番地）

３ 内容
（１）商品開発編
・地域産品開発の基礎
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・地域産品の商品開発手法１～新商品開発のポイント
・地域産品の商品開発手法２～新商品開発の仕方
（２）販路拡大編
・地域産品の営業基礎
・地域産品の営業戦略
・地域産品のマーケティング～商談会及び物産展で成功する方法
４

講師
・株式会社ドゥーイット 代表取締役 本部 映利香 氏
・株式会社エガワコントラクター 代表取締役 江川 正道 氏

５

申込み方法
別添チラシ裏面の申込書を下記お問い合わせ先にお送りいただくか、下記ページから
お申し込みください（定員２０名、１１／１８（金）締め切り）
◎福島県観光物産交流協会
http://www.tif.ne.jp/bussan/news/disp.html?id=134

６

お問い合わせ
公益財団法人福島県観光交流物産協会 物産部 二瓶
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町 1 番 20 号（コラッセふくしま７階）
電話 024-525-4081 FAX 024-525-4097

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
あいづ発×伝えるチカラ「SNS 活用塾」のご案内

会津地域雇用創造推進協議会では、フェイスブック、ブログ、YouTube 等のネットサー
ビスを活用した集客やブランディングの方法を学んでいただくため、「SNS 活用塾」を開
催します。
これを機にソーシャルメディア（SNS）を活用してビジネスチャンスに繋げてみません
か？全５回受講された方には、ハローワークに提出できる「求職証明書」も発行されます。
記
１

２

開催日時
第１回 平成２８年１１月４日（金）
第２回 平成２８年１１月４日（金）
第３回 平成２８年１１月１４日（月）
第４回 平成２８年１１月１４日（月）
第５回 平成２８年１１月１９日（土）
開催場所
会津大学

先端 ICT ラボ

LICTiA

２階
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９：００～１２：００
１３：３０～１６：３０
９：００～１２：００
１３：３０～１６：３０
１３：３０～１６：３０

カンファレンススペース

（会津若松市一箕町大字鶴賀上居合９０）
３

内容
・
「Web を使った事業発想」
・
「SNS の概要と自社に相応しい SNS の選択」
・
「ビジネスへの活用方法」
・
「魅力ある情報発信方法～文章編」
・
「魅力ある情報発信方法～写真と動画編」

４

参加条件
・会津地域内の農業事業所、観光施設等への就業を希望する方で全５回受講できる方が
優先となります。
・参加費は無料です。
・受講の際は、普段使用のノート PC やタブレット、スマートフォンを持参していただ
きます。

５

申込み方法
別添チラシ兼申込書を下記お問い合わせ先にお送りいただくか、下記ページからお申
し込みください（定員２０名になり次第締め切り）
◎会津地域雇用創造推進協議会
http://www.aizu-koyou.net/skillup/individual/221

６

お問い合わせ
会津地域雇用創造推進協議会
TEL 0242-23-9182 FAX 0242-23-9183

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
Ⅲ

その他

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「６次産業化・農商工連携フォーラム in 仙台」の開催について
農林水産省と経済産業省は、6 次産業化や農商工連携の更なる取組の推進を図るため、
全国 10 か所において「6 次産業化・農商工連携フォーラム」を開催します。
東北では、１１月２４日（木）に仙台市で開催します。講演とパネルディスカッション
を通して６次産業化・農商工連携について理解を深める内容となっており、６次産業化・
農商工連携にチャレンジしたい人、海外展開にチャレンジしたい人、これらの成功事例を
知りたい人、ブランドの創り方やマーケティングについて知りたい人等にオススメの内容
となっております（参加無料）。
記
3

１

２

日時
平成２８年１１月２４日（木）１３:００～１６:３０（開場１２:３０）
場所
ホテル法華クラブ仙台 ハーモニーホール
（宮城県仙台市青葉区本町 2-11-30 TEL：022-224-3121）

３ 内容
（１）基調講演
「地域と会社を強くするブランドづくり」
講師：静岡県立大学 経営情報学部 教授
（２）パネルディスカッション
「６次産業化・農商工連携成功の秘訣」
（３）６次産業化、農商工連携等に係る施策説明
４

岩崎

邦彦 氏

申込み方法
下記ページから申込書をダウンロードし、FAX 又は E-mail でお送り下さい（定員 150
名、11 月 14 日（月）締め切り）。
FAX 022-215-9463
E-mail thk-shinsoku@meti.go.jp
東北経済産業局 新事業促進室
◎ふくしま６次化情報 STATION
http://www.6jika.com/news/7007.html

５

お問い合わせ
東北農政局 地域連携課：石山、齋藤 TEL:022-221-6402（直通）
東北経済産業局 新事業促進室：佐藤、折居、粕谷 TEL:022-221-4923（直通）

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。

インストア・ショップ（農林水産省 海外マーケティング拠点事業）の商品募集について

農林水産省では、日本産農林水産物・食品のマーケティングを支援することを目的とし、
輸出先国の百貨店、スーパー等において、農林水産物等の試験販売を実施するマーケティ
ング拠点（インストア・ショップ）を設置し、試験販売を行い、その結果について出品者
へフィードバックします。
現在、以下のインストアショップの出品商品を募集しております。
記
4

○シンガポール
【販売期間】平成２８年７月～平成２９年２月での一定期間
【設置場所】シンガポールにおけるスーパー、百貨店、見本市、カフェ、駅地
下等で月替わりで開催
【募集締切】未定
【募集ページ】http://oishiidirect.com/
○英国
【販売期間】平成２８年１０月中旬～平成２９年２月下旬
【設置場所】Japan Centre
【募集締切】定数になり次第終了
【募集ページ】http://marketing2016.japancentre.com/
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

あとがき
第 2 回交流会の日程が
11 月 22 日（火）に決定いたしました！
今回は会津アスパラがテーマです。
皆様のご参加をお待ちしております。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
*****************************あいづ“まるごと”ネット*****************************
あいづ“まるごと”ネット事務局
メール：aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp
〒965-8501 会津若松市追手町 7-5 会津若松合同庁舎内
【会津農林事務所 企画部 TEL0242-29-5369 FAX 0242-29-5389】
【会津地方振興局 企画商工部 TEL 0242-29-5292 FAX 0242-29-5228】
〒965-0004 南会津郡南会津町田島字小屋甲 4277-1 南会津合同庁舎内
【南会津農林事務所 企画部 TEL 0241-62-5252 FAX0241-62-5256】
【南会津地方振興局 企画商工部 TEL 0241-62-5207 FAX 0241-62-5209】
◎あいづ“まるごと”ネットホームページ◎あいづ“まるごと”ネットで検索◎
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36240a/aizumarugotonet-top.html
※H26.3.29 よりあいづ“まるごと”ネットホームページのアドレスが変わりました。
※ふくしま６次化・食農データバンク会員共通パスワード：6net2940
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