
～地域のたからが新たな食の産業を創り出す～

平成24年7月18日（水）・19日（木）

6次産業化フェア 場所：メトロポリタンプラザビル1階　自由通路（ＪＲ池袋駅直結）

シンポジウムの開催 場所：ホテルメトロポリタン（ＪＲ池袋駅西口徒歩3分）

6次産業化
（農林漁業者による加工や販売）

1次産業
（農業・漁業・林業など）

2次産業
（加工など）

3次産業
（流通・販売など）

6次産業化
（農林漁業者による加工や販売）

1次産業
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2次産業
（加工など）

3次産業
（流通・販売など）
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安心の素材

お客さまの声を
いかして商品開発

農林漁業者の
取り組み
なんです。 手間ひまおしまず

まごころ込めて

6次産業化の取り組みとは？6次産業化の取り組みとは？

農林水産省は、6次産業化により付加価値を向上させた
農林水産物の魅力を消費者や産業界に広く発信し、
我が国農林水産物の消費拡大につなげるため、
「6次産業化フェスティバル～地域のたからが新たな食の産業を創り出す～」
を開催します。
フェスティバルでは、6 次産業化の魅力を伝えるシンポジウム、
商品のPRや販売を行う6 次産業化フェアを開催します。
実際に6 次産業化によって創り出された商品を手に取り、
魅力を感じて頂ける内容となっております。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html農山漁村の6次産業化については

食料産業局産業連携課 03-3502-8246ダイヤルイン

お問い合わせ先
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開催概要

コーディネーター

パネリスト

（1）シンポジウム（申込制）

日　時：平成24年7月18日(水)
　　　 ■第一部（講演等）　10時30分～12時40分
　　　 ■第二部（試食会）　13時00分～14時30分
場　所：ホテルメトロポリタン3階「富士」
所在地：東京都 豊島区 西池袋1丁目6番1号（JR 池袋駅西口徒歩3分）

（2）6次産業化フェア（参加自由）

日　時：平成24年7月18日（水）及び19日（木）　10時00分～19時00分
場　所：メトロポリタンプラザビル1階自由通路（JR池袋駅直結）

6次産業化に取り組む農林漁業者が、
自ら生産した新商品のPRや販売を行う6次産業化フェアをシンポジウムと同時開催します。
全国各地から20以上の事業者が出展され、多様な6次産業化の商品が並びます。
自由通路での開催ですので、どなたでも自由にご覧頂けます。

シンポジウムのプログラム
■第一部

基調講演
6次産業化による農林漁業のイノベーション
片岡 寛 氏
一橋大学名誉教授（東京理科大学大学院イノベーション研究科教授）

■第二部

試食会
ホテルシェフの考案した6次産業化商品を使用した
オリジナルメニューの試食会

事例発表

ジビエを有効活用した地域活性化
藤木 徳彦 氏
長野県・オーベルジュ・エスポワールオーナーシェフ 日本ジビエ振興協議会代表

久保田 穣氏 氏
株式会社 ジェイティービー常務取締役

ボランタリー・プランナー
サミット
（パネルディスカッション）

6次産業化で日本を元気に! ～輝く女性のチカラ～
江草 聡美 氏　日本野菜ソムリエ協会講師
大谷 洋子 氏　
富山県・「いきいき富山館」物産・地酒アドバイザー

北川 静子 氏
三重県・有限会社 せいわの里代表

山根 多恵 氏　
山口県・旅館吉田屋女将 農を軸とした第六次産業 in山口事業協同組合理事

※ボランタリー・プランナーとは、先導的に6次産業化を実践している方々です。



東京都

参加事業者紹介

北海道北海道

酒類北海道ワイン

北海道産葡萄にこだわり、国産葡
萄だけを原料にワインを醸造す
る、日本一のワイナリーです。地元
で収穫された葡萄でワインを造る
ことは、地元の農業と共存し地域
を活性化する役割があると考えて
います。

北海道北海道

http://www.hokkaidowine.com/

http://www.it-service.co.jp/a/cowbell/http://www.ojimasky.com/

栃木県栃木県

乳製品アイス工房 カウベル

元気な酪農家のジェラート屋さん
です。旬の地元農産物（野菜・果
物）を、出来るだけ取り入れ、季節
感のあるジェラートの販売に努め
ています。牛乳の消費拡大や食育
などにも積極的に取り組んでいま
す。

栃木県

畜産加工品ひだかポーク

有限会社ひだかポークは、平成17
年に農場を開設、当初より豚を放
牧して育てたいと考え、肥育のみで
生産を開始したが、肉質の向上を
図るため、飼料に昆布を混ぜたり
ホエーを与えました。平成19年に
は繁殖豚を導入し、特にこだわった
種雄（バークシャー50％）をあてて、
ケンボロー豚の最高肉質を目指し
ました。平成20年頃から規格より
大きく育てる（通常120㎏を150～
180㎏）豚の生産を開始し、新ひだ
か町の料飲店や札幌のレストラン
などで使用されています。

宮城県宮城県

農林加工品オジマスカイサービス

豊かな自然の中で丹念に作られ
て、大地の養分を多く含んだ農産
物。環境の保全･食の安全性を確
保し消費者のニーズに応えた農
産物を提供致しています。安心と
信頼の美味しさを追求してます。
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栃木県栃木県

東京都東京都

果樹加工品レインボーファーム

東京の島、伊豆諸島の神津島で熱
帯果樹のパッションフルーツ栽培
に取り組んでいます。秀品は生食
用としそれ以外は加工品として
ジャムとゼリーを委託加工し販売
しております。

静岡県静岡県

水産加工品いとう漁業協同組合

いとう漁協では、魚市場を経営し
ており、近隣業者をはじめ自営大
型定置網2か所、小型定置網1か
所から、年間約7000ｔ・100種類
の魚が水揚げされています。この
様なことから「獲る・造る・売る」の
6次産業化漁協を目指しています。

静岡県静岡県

http://www.jf-net.ne.jp/soitoshigyokyo/

http://www.ima-farm.com

茨城県茨城県

農産加工品ナガタフーズ

ナガタフーズは農業を経営のベー
スとしており、自社及び契約農家
で栽培した大根、さつまいもを加
工販売しております。大根は、「大
根つま」「大根おろし」、さつまいも
は、「干しいも」「芋ようかん」「ス
イートポテト」に加工し販売してお
ります。近年は、大根に特化したド
レッシングを開発し、販売を開始
いたしました。

山梨県山梨県

畜産加工品甲州地どり生産組合

当組合では、昔、農家の庭先で鶏
が遊んでいたイメージで、甲州地
どりを飼育しています。病気にかか
りづらい環境を作り、抗生物質に
頼らない飼育を行うこと、生産者
が美味しいと自信を持って食材を
提供することで、安心安全につな
げています。

http://www.kosyujidori.com/

http://chanoki.i-ra.jp/

農産加工品ちゃの生（き）

女性ならではの視点でとらえたア
イデアと他にはないオリジナルの
商品化を目指しています。農作物
の可能性を広げ、農業の魅力を伝
える・・・それが「ちゃの生」のミッ
ションです。

乳製品那須高原 今牧場 チーズ工房

家畜の管理をスタッフ全員で目を
配らしていることで、個体の管理
がしっかりでき良質な原乳を生産
しています。また、搾乳室からパイ
プラインで直接工房へ、しかも少
し傾斜をつけて自然にミルクを流
すことでフレッシュミルクへのダ
メージがかなり少ないことで素晴
らしいチーズが出来上がります。



長野県長野県

果樹加工品杏宝園

300年以上前から長野県千曲市
では杏を栽培しており、当農園で
も60年以上の杏栽培実績を持ち、
２haの栽培面積で50t以上の杏
を栽培しており、現在も栽培面積
を増やしています。また、6次産業
事業計画認定事業者にもなり、地
域活性化と農業発展とともに向上
心と地域貢献をしていきます。

石川県石川県

酒類わくわく手作りファーム川北

石川県の白山からの伏流水を利
用して、地ビールの製造・販売を
麦の生産から行なっています。地
域の農業の活性化を目的に、自社
併設の産直物産館（直売所）にて
地域の農産物や自社にて栽培した
大豆などの加工品の販売も行なっ
ています。

http://www.wkwkfarm.com/

愛知県愛知県

農産加工品木村農園

木村農園では金時生姜に魅せられ
半世紀にわたり栽培を続けてきま
した。川砂と水と種生姜の養分だけ
で育った葉生姜はあくがなく、やわ
らかくてとてもおいしいです。その風
味の良さと鮮やかな天然の赤い色。
ご家庭では召し上がる機会の少な
い金時生姜を多くの方に知って頂
き、その風味を味わっていただきた
いと思い販売をしております。
伝統的な製法でつくる、本物の金時
生姜をお試しください。
http://www.shougaya.com/

富山県富山県

乳製品

セイアグリープライド
セイアグリー健康卵は健康な親鶏
の分身です。セイアグリー健康卵は
一つの生命をつくる栄養がバラン
スよく入った本物といえるたまごで
す。セイアグリー健康卵は健康な親
鶏からの贈り物です。

フェルヴェール宣言
健康は美しい　人々の生涯安全一
生健康を願い　食品添加物を使い
ません　これからも使いません

三重県三重県

林産加工品野呂食品

毎年、伊勢神宮に奉納している由
緒正しい原木しいたけ農家です。
原木しいたけの認知度を上げるた
めに、原木しいたけの加工品の製
造・販売をしています。原木しいた
けでできる全てのパフォーマンス
をやりきります！

http://www.genboku-siitake.com/

岐阜県岐阜県

穀物加工品レイク・ルイーズ

地産地消を推進し、岐阜県のお米
を栽培～販売まで自社にて行って
おり安全・安心な商品を作る事に
心がけています。色々な農産物を
栽培し、商品化していきます。

http://www.kome-men.com/

http://kyouhouen.p-kit.com/

http://www.ferver.co.jp/

セイアグリーシステム フェルヴェール
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福岡県福岡県

果樹加工品グラノ24Ｋ

規格外品の農産物を使った自然
食の地産地消レストラン「野の葡
萄」として全国にチェーン展開し
ています。「食の安心・安全」をコン
セプトに地域農業の活性のため、
地域産業の6次産業化を推進い
たしております。

http://www.budounoki.co.jp/

兵庫県兵庫県

畜産加工品北坂たまご

北坂養鶏場は日本に6パーセント
のシェア、純国産鶏さくら・もみじ
たまごを生産しております。

http://www.kitasaka.net/

京都府京都府

農産加工品こと京都

京野菜のことなら、農業生産法人
「こと京都株式会社」へお問い合
わせ下さい。九条ねぎの種まきか
ら加工販売までの一貫体系で、安
心な食べ物づくりに取り組んでい
る会社です。様々なメニューへのご
提案で、京野菜の普及にチャレン
ジします。

http://www.kotokyoto.co.jp/

高知県高知県

農産加工品岡林農園

高知県の山と川の豊かな自然に囲
まれた所で、柑橘を中心とした生
産とそれを生かした加工品の開発
を行っています。生産から加工、販
売まで一連のシステムで商品づく
りを行っており安全でおいしい商
品をお届けできるよう努力してい
ます。

http://www.buntan-ok.com/

http://www.yaeyamafarm.net/

沖縄県沖縄県

畜産加工品やえやまファーム

石垣島の特産品であるパイナップ
ル、島野菜、石垣牛、アグー豚等を
自社有機JAS認定農場で生産し、
安心安全、トレーサビィティの確
立したな商品をお客様に提供して
います。常にお客様の安心・安全・
健康を基本理念として考え行動し
ます。創意工夫を心がけ、お客様の
ニーズに機敏に反応し、食べるこ
とを楽しんでいただける｢農と食と
サービス｣を目指します。



料理マスターズサポーターズ倶楽部c


