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=*=*=* もくじ *=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
事業・研修会等のお知らせ
①【申込期限：８月３１日（木）】
フード・アクション・ニッポン アワード２０１７への応募について
②【開 催 日：９月９日（土）・１０日（日）】
「おいしい ふくしま いただきます！」フェスティバル２０１７の開催について
③【申込期限：９月１１日（月）】

うすい百貨店バイヤー・販売スタッフとの情報交換会の参加者募集について
④【申込期限：９月１３日（水）】
オンラインストアによる販売促進のセミナー・商談会の開催について
⑤【申込期限：９月１５日（金）】

地域産品の販路拡大セミナーの受講者募集について
⑥【申込期限：９月２５日（月）１６時】

平成２９年度ふくしま６次化創業塾特別公開講座の参加者募集について
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
事業・研修会等のお知らせ
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①フード・アクション・ニッポン

アワード２０１７への応募について

農林水産省では、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品をコンテスト形式で発掘
し、表彰を行います。今年度は、大手百貨店等が審査委員となり、国産農産物の魅力を活
かした優良な産品を発掘し、各社の販路を通じて消費者に届けることとなっており、販路
拡大の契機として奮って御応募下さい。
記
１ 主催
農林水産省
２

対象者
生産者・食品製造 / 加工事業者等

３

対象産品
国産農林水産物の消費拡大に寄与する農林水産物・加工食品等の産品
※同一企業・団体から複数の産品を応募することができます。
【例】（１）穀物類（米、麦、ソバ、大豆等）、野菜、果物、畜産物、水産、その他一次
生産物全般
（２）調味料（味噌・醤油他）
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（３）加工食品（麺類、菓子類他）
（４）中食（弁当・惣菜）
（５）飲料（アルコール含む）
４

申込期限
平成２９年８月３１日（木）
※郵送の場合は当日必着

５

申込方法
Ｗｅｂ(推奨)または郵送。詳しくは下記ＵＲＬ参照ください。
◎詳しくはこちら
（フード・アクション ニッポン推進本部事務局ホームページ）
http://www.shokuryo.jp/award/

７

お問い合わせ
「フード・アクション ニッポン推進本部 」事務局
住所：〒153-0062 東京都目黒区三田 2-7-6 目黒フラット 1F
TEL：03-6452-3990 FAX：03-6451-2621
Mail：fan_award@syokuryo.jp
（営業時間：平日 9:30 ～ 17:30 ※土日祝、年末年始休業を除く）

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
②「おいしい ふくしま いただきます！」フェスティバル２０１７の開催について
県内外の消費者等に対し、農林水産物や加工品、名物料理など福島ならではの「食の
魅力」とその「安全性」を実感していただくことにより、県内を始め全国へと発信し、
県産農林水産物の風評払拭と消費拡大を図る、食の祭典「おいしい ふくしま いただき
ます！」フェスティバル２０１７を９月９日（土）、１０日（日）の２日間にわたって
開催します。
記
１ 開催日時
平成２９年９月 ９日（土）１０：００～１７：００
平成２９年９月１０日（日）１０：００～１６：００
２

会場
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

主催
ふくしまからはじめよう。「食」と「ふるさと」新生運動推進本部・福島県

４

イベント内容
（１）出展事業者約１５０ブースによる試食、実演、販売
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（２）県産農産物等を活用した食の魅力の発信
（３）県内農林水産物の安全・安心の取組紹介
（４）ステージイベント（生産者による県産農林水産物の魅力発信 等）
※イベント詳細は下記アドレスをご覧ください。
◎詳しくはこちら↓
（
「おいしい ふくしま いただきます!」フェスティバル２０１７
運営事務局ホームページ）
http://itafuku2017.com/

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
③うすい百貨店バイヤー・販売スタッフとの情報交換会の参加者募集について
６次化商品の改良や開発を目的として、うすい百貨店スタッフのプロの見方・評価を知
る情報交換会を以下のとおり開催します。ぜひ奮ってご参加ください。
記
１ 募集テーマ：「農業女子」
「農業女子」とは女性農業者が開発に加わった商品のみならず、女性をターゲットに開
発された６次化商品全般を指すものとします。
２

開催日時・場所
日時：平成２９年９月１５日（金）
第１部：１３：００～１４：３０
第２部：１４：３０～１６：００
※７～８事業者ずつ二部に分けて開催します。
場所：うすい百貨店 ８階会議室（郡山市中町１３－１）

３ 内容
（１）事業者ＰＲ（自身の取組と商品紹介）
（２）うすい百貨店スタッフによる商品の試食（２０人分程度）
４

募集数：１５事業者（各事業者２点まで出品可）
※申込多数の場合は、エントリーシートを元に選考を行います。

５

申込期限：平成２９年９月１１日（月）

６

申込方法
下記アドレスよりエントリーシートをダウンロードし、必要事項を記載の上、FAX に
てお申し込みください。
◎申込書等の様式はこちらから
（ふくしま６次化情報ＳＴＡＴＩＯＮホームページ）
http://www.6jika.com/news/8131.html
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７

申込・問い合わせ先
ふくしま地域産業６次化サポートセンター（福島県中小企業団体中央会）
〒９６０-８０５３ 福島県福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま１０階
TEL：０２４-５３３-８０３１ FAX：０２４-５３３-８０３３
担当：大信

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
④オンラインストアによる販売促進のセミナー・商談会の開催について
【アマゾンジャパン合同会社主催】
－アマゾンジャパンでは福島県の商品を積極的に取り扱います！－
福島県では、全国の消費者が本県産の魅力に触れる機会を創出するとともに、生産者や
流通事業者等の販路の拡大につなげるため、本年度より大手オンラインストア３社と連携
した販売促進のための事業を展開しております。
このたび、アマゾンジャパン合同会社との商品の取引を希望される事業者を対象とした
セミナー・商談会を、下記のとおり開催します。
記
１ 開催日時・場所
日時：平成２９年９月１５日（金）１３：００～１７：００（受付開始 １２：３０）
場所：ウィル福島 アクティおろしまち レセプションホール
（福島市鎌田字卸町１０番の１）
※７月２７日、２８日に郡山市及び会津若松市で開催した商談会・セミナーと同内容
となります。
２

開催内容・スケジュール（予定）
12：30
受付開始
13：00
開会
13：05
アマゾン事業概要説明（会社概要、事業の内容、取引条件等について）
14：00
個別商談会（1社15～30分程度の個別商談）
17：00
終了

３

参加対象者
福島県内の農林水産業者や食品加工業者、流通販売業者で、アマゾン（直販部門）と
の取引を希望される方
※アマゾンにおける事業概要及び取引の条件については別紙「Amazonでの商品販売に
ついて」のとおり

４

参加費：無料

５

申込期限
平成２９年９月１３日（水）まで
※会場の席に限りがありますので、参加を希望される方はお早めにお申し込みくださ
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い。
６

申込方法
下記アドレスより「参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、FAX また
はメールにてお申し込みください。
◎申込書等の様式はこちらから
（福島県農産物流通課ホームページ）
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035a/onlinestore-seminar-a2.html

７

申込先
オンラインストアによる販売促進事業 事務局（(株)イダテン内）
TEL：０２４-５２９-７１８７ FAX：０２４－５２９－７１８９
E-mail：pridebin@idatens.co.jp

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

⑤地域産品の販路拡大セミナーの受講者募集について
商談会や物産展における成功が地域産品（県産品）の販路拡大に大きく寄与することか
ら、そのノウハウ等を学べる実践的内容のセミナーを開催します。
商談会や物産展に新規参入をお考えの事業者さんも是非この機会に受講ください。
記
１ 開催日時・場所
（１）商談会編
日時：平成２９年９月２８日（木） １３：３０～１６：００
会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南二丁目５２番地）
マルチパーパスルーム２
（２）物産展編
日時：平成２９年１０月６日（金）
会場：ビッグパレットふくしま
小会議室１

１３：３０～１６：００

２ 講義内容
（１）商談会編
演題：
「商談会・展示会における商談成立のノウハウ等について」
講師：高橋 正之（たかはし まさゆき）氏
一般社団法人地域資源活用の会 代表理事
（２）物産展編
演題：
「物産展（百貨店催事）における販売戦略等について」
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講師：津田 眞義（つだ しんぎ）氏
株式会社東急百貨店 ＭＤ企画部 店舗販売推進部
東横店 催事企画担当統括マネージャー
〈兼〉東京急行電鉄株式会社 経営企画室
ＰＦＩプロジェクト推進部 企画課 主査
３

対象者
県内で地域産品（加工食品・工芸品等）の生産活動等を行う県内事業者

４

参加費：無料

５

定員：２０名程度

６

申込期限：平成２９年９月１５日（金）【先着順】
※定員に限りがあるため、お早めにお申し込み下さい。

７

８

申込方法
別紙「受講申込書」に必要事項を記載の上、「８ 申込先」宛先まで FAX、E-mail 又
は郵送にてお申込み下さい。
申込先
公益財団法人福島県観光物産交流協会（物産部）
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町１番２０号（コラッセふくしま７階）
FAX：０２４－５２５－４０９７
E-mail：bussan03@tif.ne.jp

・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
⑥平成２９年度ふくしま６次化創業塾特別公開講座の参加者募集について
６次化創業塾では、どなたでもご参加いただける「公開講座」を開催します。
６次化の成功例・失敗例を学び、成功への方策を探ります。ぜひご参加ください。
記
１

日時・場所
日時：平成２９年１０月６日（金） １３：１５～１４：４５（１３：００開場）
場所：杉妻会館４階大会議室牡丹（福島市杉妻町３－４５）

２

内容
演題：「６次化による元気な地域づくり～経営視点を大切に～」
講師：折笠 俊輔（おりかさ しゅんすけ）氏
公益財団法人流通経済研究所 農業・地域振興研究開発室
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室長

主任研究員

３

参加費：無料

４

定員：８０名

５

申込期限：平成２９年９月２５日（月）１６時まで

６

申込方法
下記アドレスより「参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、「７ 申込先」
宛先まで FAX、E-mail または郵送にてお申込み下さい。

◎申込書等の様式はこちらから
（ふくしま６次化情報ＳＴＡＴＩＯＮホームページ）
http://www.6jika.com/news/8122.html

７

申込先
ふくしま６次化創業塾 事務局
〒９６０－８０５７ 福島県福島市笹木野字北中谷地４５番１３号
TEL：０２４－５６３－６２３０ FAX：０２４－５７２－４９１１
E-mail：6jika@life-role.jp
受付時間：10:00～16:00（土・日・祝日を除く）
担当：阿部・大橋

*****************************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】
*********************************************************************
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