
外食市場にはこうして売り込め！
～食農連携による新たな展開～

日 時 平成 29 年 ２ 月 ２４ 日 （金） １２：００～１７：００

会 場 広島産業会館 西展示館

広島県 / 広島６次産業化サポートセンター

（（一財）広島県森林整備・農業振興財団）

助成、支援制度、経営改善など

なんでもご相談ください！

ミニセミナー 加工機器展示

加工機械メーカー等による

最新機器、技術の紹介！

農林漁業者等による商品展示

主 催

※本事業は広島県が実施している平成28年度6次産業化支援体制整備事業及びバリューチェーン構築支援事業の一環として実施します。

機器導入方法などの

素朴な疑問にメーカー

が直接お応えします。

 参加者には「出展者ガイドブック」を進呈！

広島県の特色ある 45 事業者が出展!!

農林漁業者等と直接情報交換できるまたとない機会です！！

●広島銀行、広島ＶＣ

●もみじ銀行

●ぐるなび

●草場企画

●広島県
(６次産業化、農業参入)

●(株)ぐるなび

「飲食店における歓送迎会対策」
～食材・生産者・料理人、価値を伝える販促戦略～

13：00～14：00

●(有)草場企画

「食と農のプレミアムブランド戦略」
～今、東京に“輸出”するのが最先端！！～

15：00～16：00

 農林漁業経営者と２次・３次産業事業者との

交流を通じ、新たなバリューチェーン構築に

向けて、県内最大級の農林水産業×異業種

交流会を開催します！！

●広島信用金庫

●日本政策金融公庫

●ひろしま産業振興機構

●広島ブランドショップＴＡＵ

●広島６次産業化
サポートセンター

（広島市南区比治山本町16-31
Tel : 082-253-8111）

国道２号線

会場ＭＡＰ

個別相談

入場受講無料

入退場自由



市町 主な生鮮品 主　な　加　工　品

1 (有)有田園芸農場 東広島市 じゃがいも、キャベツ等 じゃがいもラーメン、肉じゃが専用醤油、コロッケ専用ソース等

2 (有)援農甲立ファーム 安芸高田市 白ネギ、ブロッコリー等 野菜ペースト、漬物、カット野菜、ザーサイ（1次加工）

3 (同)大竹特産ゆめ倶楽部 大竹市 ― 広島かきみそラー油、生七味、椎茸かき佃煮、菊芋チップス等

4 (株)おこめん工房 三原市 玄米（うるち、もち）、白米 おこめん（米麺）（切り出し麺、押し出し麺）（白米麺、玄米麺）

5 熊野ファーマーズM(株) 熊野町 イタリア野菜(スターボア等) サラダセット、ベジタブルアレンジメント

6 さいとう農園 尾道市 シマフリル シマフリルの醤油漬け、ピクルス

7 (株)敷信村農吉 庄原市 ベビーリーフ ナチュラルチーズ（多種）、ジャム

8 神石物産(株) 神石高原町 ― 天日乾燥乾し椎茸、遠赤焙煎乾し椎茸

9 (有)世羅きのこ園 世羅町 松きのこ、松なめこ 松きのこ手焼きおかき

10 せら恋し 世羅町 ― どぶろく酒、甘酒、糀、塩糀、しょうゆ糀、味噌、べったら漬等

11 世羅茶再生部会・夢高原市場 世羅町 ― 世羅茶（お茶・紅茶）、お米レーズンサンドSera-Riz(セラリ）

12 (有)世羅向井農園 世羅町 ミディトマト、生椎茸 ジャム(多種)、トマトソース、アップルパイ、りんごのコンポート等

13 寺岡有機農場(有) 世羅町 有機野菜（ベビーリーフ等） ―

14 (株)トペコおばら 安芸高田市 モチ麦,キャベツ,水耕ネギ等 ―

15 (農)ファーム・おだ 東広島市 小田米 米粉パン、味噌、小田そば

16 福山くわい生産出荷組合 福山市 くわい 福山のくわいっこ、福山のくわいチップス、くわいっ粉うどん

17 (株)vegeta 庄原市 キャベツ、クレソン等 切干大根、冷凍お好み焼

18 へんぽこ茶屋 北広島町 ― 餅、田舎寿司、和菓子、ポン菓子

19 マチモト(株) 福山市 ― 食用バラ加工品（バラ茶、バラジャム、バラジュース等）

20 みやもときくらげ農園 広島市 生きくらげ 乾燥きくらげ、きくらげの佃煮

21 ムツワ味工(株) 三原市 ― 白菜の田舎漬、大根ままかりはさみ漬、広島菜ソフトちりめん等

22 ゆうき農園（大津建設(株)） 三次市 チシャトウ 無農薬乾燥山クラゲ、チシャトウラーメン

23 ユニオンフォレスト(株) 呉市 ミニトマト、枝豆 特性ドレッシング、ゆで落花生、煎り落花生

24 (農)夢ファーム永末 庄原市 特栽米、カレー米、黒豆 餅、菓子（ほとぎ、揚げ餅等）、漬物、きな粉、切り干し大根

25 伊草農園 神石高原町 ブルーベリー ブルーベリージャム（5種）、ミックスジャム（ゆず、桑の実等）

26 江田島オリーブ(株) 江田島市 オリーブ オリーブオイル（安芸の島の実江田島搾り、プレミアム）等

27 川根柚子協同組合 安芸高田市 柚子 柚子果皮、柚子果汁、ケーキ、ゆずぴぃーる、ゆずぽん酢等

28 芸南農業協同組合 東広島市 ﾏﾙ赤馬鈴薯、じゃぼん等 びわの葉茶、じゃぼん加工品、レモン酒、じゃが粉等

29 (株)神石高原 神石高原町 レモン 生姜加工品（シロップ、酢生姜、乾燥生姜）

30 (農)世羅幸水農園 世羅町 世羅梨 なしのチャツネ、なしみつ、なしのコンポート

31 蓼原農園 尾道市 柑橘（青いみかん等） 飲む青みかん酢、青みかんジュース100％、ｽﾗｲﾘｰﾌｪｲｽﾊﾟｯｸ

32 とびしま柑橘工房(株) 呉市 レモン れもんげ、レモネードベース、レモンジンジャーベース、ケーキ

33 狭間農園・上神農園 呉市 レモン、冷凍デコポン ―

34 (有)平田観光農園 三次市 リンゴ、ブドウ、イチゴ等 果物ジャム、ドライフルーツ（15種）、調味料（果物ふりかけ等）

35 万汐農園 尾道市 柑橘、イチジク、青梅等 タルト（八朔・イチジク）、ドライフルーツ（多種）、果実プリン等

36 石橋ファーム 北広島町 豚肉（芸北高原豚） 餃子、ハンバーグ、ウインナー、豚肉ふりかけ

37 山陽乳業（株） 三原市 ― 牛乳、ヨーグルト

38 ＪＡ全農ひろしま 広島市 レモン卵、わけぎ、ねぎ、米 ―

39 世羅高原ファームランド 世羅町 ― ジェラート、ヨーグルト、チーズヨーグルトケーキ

40 (有)トムミルクファーム 東広島市 ― 牛乳、プリン、生キャラメル、ケーキ、ジャム、ポタージュスープ等

41 福留ハム（株） 広島市 豚肉（広島もち豚） ロースハム、モモハム、ベーコン

42 安芸灘わかめ 呉市 ― 安芸灘わかめ、茎わかめ、めかぶ等

43 (株)クラハシ 福山市 近海魚（鯛、下鮃等）、海鼠 ―

44 (有)作田水産 呉市 ― わかめ、ひじき、食べるイリコ、ちりめんアンチョビ等

45 (株)宮原水産 呉市 生牡蠣、殻つき牡蠣 ちりめん、かえり、いりこ、釜揚げしらす
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◎出展者一覧

※五十音順（生鮮品の分類毎）



（公財）ひろしま産業振興機構

(株)ぐるなび

(有)草場企画

広島ブランドショップＴＡＵ
（広島県  商工労働局  ひろしまﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課）

広島県　農林水産局　就農支援課

対応団体等

(株)広島銀行、(株)広島ベンチャーキャピタル

広島信用金庫

(株)もみじ銀行

(株)日本政策金融公庫

相談内容

農林漁業成長産業化ファンド（投資）

農業金融（融資・ファンド）、マッチング（販路・仕入）
農業者の経営力向上（グローバルＧＡＰ認証取得）

トリプルアクセル成長支援ファンド（投資）
マッチング（販路、仕入）

農業者及び食品関連事業者向けの公庫資金の概要

出展機器等

味噌すり機

真空包装機
小型充填機

真空包装機
急速凍結庫

急速冷凍機「凍眠」

1台で液体・粘体・紛体に対応した小型定量充填機と冷却・高温の食材、液体
パックに最適な真空包装機をご紹介します。

６次産業化に向けて導入が増えている真空包装機や急速凍結庫などを県産果
実・水産物を使用した加工品（オイル漬け、コンポート）と共にご紹介します。

食品の細胞を破壊せず、新鮮さをそのまま長期保存できる「凍結」（急速冷凍機）
の実演を行います。

様々な商品、販売シーンに対応したラベルプリンタや汎用性の高いハンドラベ
ラーをご紹介します。商品価値を伝える効果的なラベルの提案も行います。

賞味・消費期限の設定に必要な微生物検査が「誰でも」「簡単で」「正確に」おこ
なえる簡易キット「BACcT（バクット）」をご紹介します。

出展企業

販路開拓、ブランド化

講演概要

(株)サトー

日本細菌検査(株)

販路開拓

(有)尼子商店

(株)福井厨房

ホシザキ中国(株)

部門

食品表示、ラベル

食品衛生

設備・機器等

(株)アイバス企画

ラベルプリンタ
ハンドラベラー

微生物検査キット
「BACcT（ﾊﾞｸｯﾄ）」

内容

味噌やジュース、もちなど、なじみやすい加工設備や小ロットでも対応可能な機
器を中心にご紹介します。

経
営
改
善

金
融
関
係

１５：００～
１６：００

(有)草場企画
　代表取締役社長

　草場　佳朗氏

１３：００～
１４：００

時間 講師

(株)ぐるなび
　ぐるなび大学
　インストラクター

　後藤　泰徹氏

公庫資金

経営相談

販路開拓

ファンド（投資）

融資、マッチング等

ファンド、マッチング

部門

中小企業診断士等の専門スタッフによる経営相談

農林漁業者の飲食店に向けた販路開拓
「【接待の手土産】秘書が選んだ至極の逸品」の募集

首都圏の一流レストランに向けた販路開拓
商品開発、地域特産品のブランド化

広島ブランドショップＴＡＵへの出展（加工品等の首都圏への販路開拓）

農業参入

６次産業化等

企業の農業分野への参入

広島県産応援登録制度
６次産業化ネットワーク活動交付金(６次産業化・農商工連携の支援事業)

６次産業化の制度説明、構想具体化に係る支援（プランナー派遣等）

広島県　農林水産局　販売・連携推進課

広島６次産業化サポートセンター
（（一財）広島県森林整備・農業振興財団）

「飲食店における歓送迎会対策」 ～食材・生産者・料理人、価値を伝える販促戦略～

「食と農のプレミアムブランド戦略」 ～今、東京に“輸出”するのが最先端！！～

個別相談、ミニセミナー、加工機器展示の概要

三菱商事を退社後、食と農の作り手を元気にする総合プロデューサーとして、東京都内の

三ツ星シェフなど６００人以上のネットワークを活用し、地域食材プロモーションイベントの開
催、一流レストラン向けの販路開拓支援などを手掛ける。
講演では、これまでの実践事例を交え、食のブランド化の本質的な意味やその理論、販路

開拓のノウハウなどを紹介していただきます。

ぐるなび大学では、ぐるなびを利用するユーザーの動向などの情報を基に、飲食店経営の

販促ノウハウなどの講座を開催しており、これまでに326,000名の飲食事業関係者が受講。
講演では、地元食材にこだわり、価格ではなく価値の提案によってファンを獲得した飲食店
の事例や利用が増加しているネット予約の活用法など、直近でトレンドとなっている情報を紹
介していただきます。

【テーマ】「食と農の連携による外食産業の新たな展開」

機器の導入方法、賞味期限の設定、食品表示のお悩み解決！小ロットの農産加工にも対応！

飲食店のファンづくり、首都圏の最新動向などを聞くチャンスです！

新たな事業展開に役立つ情報が満載！！個別相談

ミニセミナー

加工機器展示

（（公財）ひろしま産業振興機構 主催）



組織名等 申込者氏名（ふりがな）

〒 住所

TEL FAX Mail

展示交流会に出席します

関心のある出展者番号

　　　　　　　　　　人

対応団体等チェック 相談部門 対応団体等 チェック 相談部門

(株)広島銀行
(株)広島ベンチャーキャピタル

ファンド（投資）
融資
マッチング

申込日

申込者

平成　29　年　　　　月　　　　日

連絡先

業　 種
（一つ選んでください）

（公財）ひろしま産業振興機構

広島県　農林水産局　就農支援課

販路開拓等 (有)草場企画

(有)草場企画
　　草場　佳朗　氏

「飲食店における歓送迎会対策」
　　～食材・生産者・料理人、価値を伝える販促戦略～

「食と農のプレミアムブランド戦略」
　　～今、東京に“輸出”するのが最先端！！～

講師 演題

(株)ぐるなび
　　後藤　泰徹　氏

　　　　　　　人

　　　　　　　人

１３：００～
１４：００

１５：００～
１６：００

時間 お申し込み人数

広島県　農林水産局　販売・連携推進課

広島６次産業化サポートセンター
((一財)広島県森林整備・農業振興財団)

ファンド
マッチング

(株)日本政策金融公庫公庫資金(株)もみじ銀行

販路開拓

６次産業化等

経営相談

農業参入

６次産業化

販路開拓
広島ブランドショップＴＡＵ
(広島県　商工労働局　ひろしまﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課)

広島信用金庫

(株)ぐるなび

広島のこだわり食材展示交流会

参加申込書

【展示交流会の参加】 ※事前申込みは不要ですが、運営の参考のため、ご記入いただければ幸いです。

【ミニセミナーの申込】 ※どちらも先着100名とさせていただきます。受講料は無料です。

【個別相談の申込】

１ 農林漁業者 ２ 食品製造・加工業者 ３ 卸売業者 ４ 小売業者

５ 飲食店 ６ ホテル・旅館 ７ 進物・ギフト ８ その他 （ ）

※様式にこだわらず、必要事項をご記入のうえ、メールください。

【 お問い合わせ 】

（一財）広島県森林整備・農業振興財団 担当：来山（きたやま）、馬場

TEL ： 082-543-6011 e-mail ： support@hsnz.jp

【関心のある出展者】 ※記載された出展者様に、事前に伝えておきます。

ＦＡＸ
０８２－５４１－５１７７

※ご希望の欄にチェック ☑ をお願いします。

メールの際は support@hsnz.jp まで

※定員に限りがございますので、申込みは先着順とさせていただきます。

※申し込まれた方には、こちらから改めて連絡し、スケジュール等を事前に調整します。


