
豊前の自然と文化の魅力をまるごと全国・海外へ発信！
～地域ぐるみで行う特産品開発とブランド化への挑戦～

道の駅 豊前おこしかけ

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県豊前市四郎丸1041-11
・運営主体 ：株式会社ぶぜん街づくり会社（第三セクター）
・取組内容 ：小売業
・売上高 ：5億4,619万円（H26）
・雇用者数 ：17名（常勤5、臨時12）（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.okoshikake.jp/

○国道のバイパスや高速道路の整備計画が示され、素通

りされることに危機感をもった青年会議所や商工会の有

志により、平成3年に「日本一のトイレづくり運動」を核と

した地域活性化策の検討開始。

○近県での道の駅登録を受け、トイレ計画を生かした道の

駅誘致が活発化。平成6年に（株）ぶぜん街づくり会社設

立、平成12年3月に道の駅「豊前おこしかけ」開駅。平成

26年時点で15期連続黒字。

○目玉となる特産品がないため集客が困難

→江戸時代に関西まで流通していた良食味米に注目し、お

米の会員制度を開始。米の高値買い取りで生産者を元

気づけ、棚田ツアー開催や駅長が開駅年から毎月執筆

する「豊前通信」により豊前の魅力を消費者へ発信。

→高校生がメニュー考案した「プロデュース弁当」など、地

域色豊かで季節感のある新しい道の駅弁を開発し、駅弁

フェアや百貨店の催事等で販売。遠方のお客を呼び込み

リピーターを増やす。

→かつての名産品のゆずを復興させ「棚田ゆずペースト」を

開発。TV取材を受けたことにより全国へ販路を拡大、平

成22年にはフランスへ輸出。

○高速道路開通で環境が変わるが、奇をてらわず

に豊前の自然や文化をPRしていく。

○棚田ゆず関連製品の輸出に向けた商談をすすめ

る。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

○売上高

3億9,825万円（H12)→5億4,619万円（H26)

○来客数（レジ通過数）

31万5,551人（H12）→35万9,202人（H26）

○お米会員：約4,000人（H26）

○お弁当類売上高：63,563千円（部門別1位）

○九州・沖縄「道の駅」連絡会最優秀賞（H24）

【取組の効果】

全天候型の大屋根が特徴！道の駅「豊前おこしかけ」

・九州・沖縄「道の駅」連絡会
・近隣直売所、行政機関

販売、情報発信

写真１ 写真２

「道の駅弁」はおこしかけが発祥

消費者

販売
百貨店

来訪
出荷登録
生産者等

物産情報館

出荷

屋台村

棚田ゆずペースト

自然の恵みを生かした特産品と気遣いにあふれた施設でおもてなし

連携

豊前棚田ゆず振興協議会

個性的な６店舗が
工夫を凝らした料
理を提供

輸出

独自ブランド品の開発・販売

漁師直売所

周防灘の幸を
朝市形式で提供

多目的広場

日本一のトイレ

・農畜産、海産物
・地域特産物の加工品
・道の駅弁
・季節のツアー主催 等

福岡県立青豊高等学校フランス・イギリス等

生産委託 道の駅弁のメニュー考案

・週末のイベント
・神楽定期公演 等

棚田ゆず加工品

道の駅 豊前おこしかけ

連携

新鮮な品が並ぶ直売所
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「糸島産であること」に誇りを持ち、
農産物の提供を行う拠点

JA糸島産直市場 伊都菜彩

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県糸島市波多江567-1
・運営主体 ：糸島農業協同組合
・取組内容 ：直販所、飲食店
・売上高 ：40億2,000万円（H26)
・雇用者数 ：89人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-itoshima.or.jp/itosaisai/

○売上高

約19億円（H19)→約40億円（H26)

○出荷者数

650人（H19)→1,516人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

45人（H19）→89人（H26）

○来店客数約84万人（H19)

→約137万人（H26)。

○店内の混雑改善のため、平成28年に売り場面

積の拡張やレジ増設等の店内改装の実施を

予定。

直販所の様子

○牛肉・かんきつの貿易自由化の影響による農産物の

価格低迷及び農家所得の低下、組合員の高齢化及

び厳しい出荷基準により生産部会からの脱退が生じ

た。

○地産地消運動が広まる中での安心・安全な農産物を

求める消費者の動向に応える形で、直売所を開設。

【取り組むに至った経緯】

○新鮮な糸島産の品揃え

→年1回出荷者との定例会を設けて品不足等にならな

いよう話し合いを行っている。

○糸島産農産物の認知度の向上

→糸島地域の農産物を糸島市内はもちろん、福岡都市

圏を中心とした地域住民に提供。また、子供を対象と

した食育活動も展開。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

伊都菜彩の外観

出荷登録農家 直売所

農作物
の出荷

消費者との信頼関係を築き、満足してもらえる
農産物の提供を行う役割

伊都菜彩

消費者

来場

糸島産の商品を提供

飲食施設

うどん等の販売や休憩所を
兼ねた飲食スペースとして設
置している

・弁当

・つけもの

・惣菜 ・スイーツ
・菓子・乳製品

・鮮魚

・畜産物

・農産物

・花き（苗もの）

・JA（Aコープ）商品

糸島地域の食に係わる産業者

連携 地産地消運動の展開

飲食店等

飲食店の食材として提供
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宗像から元気を
～スーパー等の鮮度を超えた超鮮度をアピール～

道の駅 むなかた

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福岡県宗像市江口1172番地
・運営主体 ：株式会社道の駅むなかた
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン、パン工房、

アンテナショップ（正助ふるさと村）、
観光情報コーナー

・売上高 ：18億4,700万円（H26）
・雇用者数 ：53人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.michinoekimunakata.co.jp/

○宗像市における農水産品の販売促進を行う。

○特産品のブランド化を推進するアンテナショップとして

地域産業の振興を担う。

○宗像市の地産地消を目指す。

【取り組むに至った経緯】

○生産者の高齢化

→若い後継者への対応。

○宗像市ではお土産のブランド化された商品が少ない

→道の駅むなかたに訪れた消費者との販売を通じた交

流を積極的に行い、地元産にこだわった商品開発を

行っている。現在、宗像わかめんべいや地島天然わ

かめみそ汁の商品開発を行い、販売している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○「道の駅むなかた」オリジナル商品の開発・増加。

○各団体や大学等とタイアップを行い、農水産物

の振興として環境分野の改善研究やブランド野

菜の開発を検討。

【今後の展望】

○売上高

約13億円（H20)→約18億円（H26)

○出荷者数

310人（H20)→598人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

37人（H20）→53人（H26）

○エコ認証や特産品であるふぐの調理師免 許

の取得促進を行い、安心・安全な食材の提供

に貢献

【取組の効果】

道の駅むなかたの外観

直売所の様子

直売所 パン工房

加工施設
・惣菜 ・水産加工

アンテナショップ
（正助ふるさと村）

JAむなかたの米粉を
使ったパンを販売

ソフトクリームや地元のたこと米
粉を使用したたこ焼きを販売

学校給食

出荷登録農・漁家
食品加工業者
工芸品作成者

農水産物
等の出荷 生産者と消費者との農水産物に対する

希望や要望のマッチングとしての機能

消費者

給食の食材として提供

来場

株式会社
道の駅むなかた

鮮度の高い商品の提供

各種イベント主催・参加者

イベント開催による集客連携
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安全安心の高い信頼性確保を基本に
地域活性化の拠点的役割を果たす

「道の駅」大和そよかぜ館

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県佐賀市
・運営主体 ：株式会社 そよかぜ館
・取組内容 ：直売所、加工（6次産業化）、研修施設、

イベント展示、体験農園、オートキャンプ、
・売上高 ：5億3000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：28人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.soyokazekan.com/index.html

○地域農業存続への危機意識から開設した直売所を

契機に、生産者への多品目少量生産、安全安心の

意識向上、効率的直売システム構築、地域資源によ

る加工品づくりを進めることで、道の駅として年間110

万人集客の地域活性化及び地域交流の拠点として

発展。

また、消費者交流のため、地域資源を活かした体験

活動や文化伝承等の各種イベントを企画。

○平成25年から柿を原料とした6次化商品の提供を開

始。

○安全安心な農産物提供や他店競合施設との差別化

のため、生産者に対する各種ルール徹底等を厳格化

→生産者の意識醸成には時間を要したが、消費者との

交流や顔の見える関係を通じ、着実な成長。

○売上高

５億800万円（H25)→ ５億3000万円（H26)

○出荷者数

477人（H25)→477人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

32人（H25）→28人（H26）

○施設を通じ地域農産物の販売、加工品開発、

人の交流、雇用の創出など、地域活性化の主

要拠点として大きく貢献。

○平成25年の農事組合法人から株式会社への変

更による 「道の駅」 大和としての施設充実及び

6次化商品ＰＲ等の検討。

○さらなるリピーター客の確保と、スタッフのおもて

なし能力の向上と充実。

多数の特産物を陳列

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

鳥をイメージした外観

・保育所、病
院、ホテル

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門
・6次産業化認定

農産物生産に関する
各種履歴管理の徹底

商品への高い信頼性確保と人の交流を通じて差別化を図る！
消費者

地域食
材の提
供

来場

株式会社そよかぜ館

インターネット
での情報発信

各種イベントの主催者

イベント開催による集客連携

研修・展示施設
・各種の研修、イベント

体験活動
・農業体験 ・手漉き和紙

・加工品づくり etc

オートキャンプ場
遊休農地管理
・体験農園

・農地保全活動

新鮮な農産物 研修施設
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地の利を活かし、福岡都市圏までをターゲットにした
ファーマーズマーケットを展開

唐津うまかもん市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県唐津市
・運営主体 ：唐津農業協同組合
・取組内容 ：直売所、レストラン、研修施設、

キッチンスタジオ
・売上高 ：16億3000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：77人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.karatsuumakamon.com/

○農林水産業をはじめ、地域産業と融合した新しい機

能をもった商業拠点の必要性や、唐津、玄海地区の

農林水産物販売と情報発信基地づくりを目的として

整備。

○地元はもとより、福岡都市圏など遠隔地からの集客

を図り、その滞留時間を増やすことを通じて地域内で

の消費や販売高の増加とともに農家所得の向上を図

る。

○販売可能な農産物等の安定的確保

→生産者に対し携帯電話（メール配信）を使った商品の

過不足等の情報提供を定時的に行うとともに、遠隔

地、小規模、高齢農家への訪問集荷により商品確保

を図っている。

○売上高

13億5000万円（H24)→ 16億3000万円（H26)

○出荷者数

650人（H24)→597人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

67人（H24）→77人（H26）

○周辺地域での競合他店が拡大する中で、施設

全体の売り上げは堅調に推移。

地域の魅力拡大や地域活性化にも寄与。

○来客者への新たなサービスとして、体験農園の

開設や周辺農地での心安らぐ景観作物の展開。

○旬を捉えた農林水産物フェアーの開催など。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

小学校

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

レストラン

商品情報
の提供

唐津、玄海の旨いものを集め、
県内外からの集客を可能とする施設を目指す！

消費者

農畜産物の供給

来場唐津うまかもん市場

インターネットによる
情報提供、ネット販売

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１ 写真２

キッチンスタジオ

研修（交流）施設

関係漁協・地元業者等

連携

飲食店等

ネット販売
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女性や地域住民が起こした直売所開設は、
周辺地域をまきこんだ地域振興の拠点に成長

道の駅 鹿島

＜事業者の概要＞

・所在地 ：佐賀県鹿島市
・運営主体 ：七浦地区振興会
・取組内容 ：直売所、レストラン、食材宅配サービス

干潟展望館、干潟体験施設、
漁業体験、イベントハウス

・売上高 3億2570万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：35人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://michinoekikashima.jp/main/

○昭和60年の鹿島ガタリンピック開催後の地域活動の

盛り上がりを受け、女性組織を中心に直売施設を開

設。その後の「道の駅」登録や平成22年の道の駅拡

張に合わせ、本格的な直売所を展開。平成24年に地

域福祉として空店舗を活用した食材の宅配サービス

を開始。平成27年に地域おこし企画が評価され「重

点道の駅」に選定。

○これらの活動が、各方面の団体活動等への刺激と

なったほか、各種企画を通じて地域住民が地域資源

の豊かさを改めて実感。

○販売可能な農作物等の安定確保及び宅配事業への

理解

→農作物等の安定な確保については、出荷会員の更

なる拡大を図っていく。宅配事業は時代が求める地

域の福祉対策との認識を有しており、行政等の連携

を期待しつつ、赤字覚悟で今後とも事業継続の方向。

○売上高

2億7000万円（H23)→ 3億2570万円（H26)

○出荷者数

260人（H23)→340人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

30人（H23）→35人（H26)

○道の駅や直売所等関連活動を通じた、地域・

各種団体とのつながりやネットワークの広がり

等を受け、地域振興の拠点に成長。

○「全国モデル「道の駅」」選定を目指すと同時に、

ラムサール条約登録の「肥前鹿島干潟」の情

報発信を強化。

○レストラン事業の再開及びスタッフのおもてなし

教育の充実、地産地消と安全・安心を提供す

るためのトレーサビリティーの導入。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

地区内
保育園

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工施設
・菓子工房 ・弁当惣菜

道の駅鹿島は地域資源活用や直売所とのタイアップで着実に成長
もう一度寄ってみたい施設・地域、もう一度会いたい人々を目指す！

消費者

ふれあい体験
学習の開催、
地元農産物の
供給

来場

道の駅 鹿島

新聞折り込み、
インターネットに
よる情報提供

各種イベント主催者

イベント開催による集客連携

写真１

宅配サービス

（空店舗活用及び定期的
配送サービス）
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農地を有効に活用し安全な農産物を販売する直売所

じげもん長与直売所

＜事業者の概要＞

・所在地 ：長崎県西彼杵郡長与町
・運営主体 ：JA長崎西彼

（農協）
・取組内容 ：地域で生産された農畜産物の販売
・売上高 ：３億7,600万円（H26）
・雇用者数 ：16人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話 ：095-883-4409

○長与町は柑橘を主体とした産地であり、みかん選果

場横でみかんの規格外品の販売を行っていた。

○年間を通して販売を行うため、遊休農地などに野菜

等を作付してもらい徐々に販売を拡大。さらに、出荷

会員や品数などを増やすため平成21年に現在の場

所に直売所を開設した。

○年間を通じての品数の確保

→安定供給を行うためハウス栽培の推進、通年販売に

向いている加温のトマト・なすなどの栽培を推進した。

また、生食の柑橘離れが進んでいるのでジュースな

どの加工品の開発を行った。

○売上高

2億4,800万円（H21)→3億7,600万円（H26)

○出荷者数

200人（H21)→316人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

12名（H21）→16名（H26）

○来店者数

265,000人（H21）→332,000人（H26）

○加工品の販路開拓を検討しており、大阪の販売

店と交渉中。

直売所内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売所外観

写真１ 写真２

道の駅

出荷登録農家

直売所
農作物の出荷

２か月に１度講習会を開催

安心安全なものを届けたい！
消費者

来場

じげもん長与直売所

イベント開催【収穫祭】

加工品を委託して製造 農産物の出荷
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高品質の加工品を生産し地域ブランド商品として販路開拓
し組合員の所得向上と経営の安定化を図る

ひらど新鮮市場

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 平戸市岩の上町228番地１
・運営主体 ： 農事組合法人ひらど新鮮市場
・取組内容 ： 直売所、加工
・売上高 ： ３億673万円（H26）
・雇用者数 ： 23人（臨時雇用含む）(H26)
・ＵＲＬ ： http://www.hirado-shinsenichiba.com/

○JA共同出荷の際に出てくる規格外品の現金化を目

的に、平成12年11月に設立。

○近隣に大型店舗が出店したことにより売上げが落ち

込む中、組合員の農林水産物を利用した加工品開発

製造に積極的に取り組むことで、直売所の経営の安

定と組合員の所得の増加を図るため平成20年に加

工場をオープン。

○加工場をオープンしたことにより、加工品を製造して

いた組合員からの苦情

→同じ商品を出荷しない事と出荷する曜日の割りあて

を実施。

○売上高

1億2,399万円（H16)→ 3億673万円（H26)

○出荷者数

139人（H16)→243人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

７人（H16）→23人（H26）

○加工品の売上げが伸びて来て原料供給する

農家の所得が増加し農家の生産意欲が拡大。

○ながさき伝統野菜の「木引かぶ」を使用した加工

品を始め、新たな商品開発・生産による新たな

販売ルートの開拓の実施。

○ふるさと納税による売上の拡大。

加工品（ドレッシング）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

ひらど新鮮市場

学校給食等
出荷登録農家

直売所

農林水産物等
の出荷

加工部門

荷受けの当番制を導入

出荷量の制限をしない方式で多品目の農作物を確保
防腐剤を使用しない質の高い加工品を製造

消費者

地元、地元外の学校
へ地元の旬の農作物
を提供するとともに食
育の講演を実施

来場
農事組合法人ひらど新鮮市場

定期的な交流会の実施

県、市

長崎県ブランド農産加工品認証制度による認
定、加工品開発、ふるさと納税による販売等

連携

農畜産物、水産物、花き類、農林
水産加工品等の数100品目を販売

総菜、漬物、ジャム、ドレッシング、
生生姜味噌を生産
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品質にこだわり、人々の交流を深める道の駅

彼杵の荘

＜事業者の概要＞

・所在地 ：長崎県東彼杵郡東彼杵町
・運営主体 ：株式会社 彼杵の荘
・取組内容 ：直売所、加工、食堂
・売上高 ：４億5,000万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：31人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・電話 ：0957-49-3311

○東彼杵町は高速道路のインターチェンジが近くに

あったが観光客が立ち寄るところがなかったため、

平成14年に道の駅を開設。

順調な売り上げだったが、10年目から伸び悩んでき

た。

また、お客様から軽食コーナーを広くしてほしいとい

う要望があった。

それを受け、平成26年に売り場を増築するとともに、

食堂を新設した。

○売り場の増設等について、建物が行政のものであ

るため、すぐに取り組めなかった

→増設の目的や効果について、資料を作成し、関係

者に説明を行うことで、町の理解を得て予算化され

事業を進めることができた。

○売上高

２億5,000万円（H14)→４億5,000万円（H26)

○出荷者数

80人（H14)→280人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

18人（H14）→31人（H26）

○竹の堆肥（彼杵の荘で取り組んだもの）を使っ

た農産物の販売。

○品質のよい農産物の販売。

○高齢者が増えてきているので、こちらから集荷

することも検討。

店内の様子

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

彼杵の荘外観

出荷登録農家

直売所

農作物
の出荷

加工部門
年５回学習会等を開催

みかん・つけものは部会
を発足

消費者のために社員・出荷者を大切にしていきたい！
消費者

来場

彼杵の荘

選び方のアドバイス

東彼杵町物産協会（お茶・鍛冶屋・つけもの・くじらや）

月１回のイベントによる集客連携

写真１ 写真２

お茶など、それぞれコー
ナーごとに売り場を設置

食堂

弁当（配達にも対応） くじらを使ったメニュー
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自社で生産した卵を核とした
年間１１０万人が訪れる次世代型道の駅

コッコファームたまご庵

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県菊池市
・運営主体 ： (株)コッコファーム

(生産者)
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン等
・売上高 ： 25億4,000万円(H26)
・雇用者数 ： 165人（臨時雇用含む)(H26)
・ＵＲＬ ： http://cocco-farm.co.jp/

○「産みたての卵を直接お客様に届けたい」との思いか

ら400羽の養鶏を開始。

○養鶏数を増やすとともに、直売所、レストラン等の事業

を拡大。

○「都市と農村の交流」、「農業の未来」、「地域の未来」、

「環境の未来」の４つのテーマを全国へ発信したいとの

思いから、平成23年に現在のたまご庵(物産館、レスト

ラン等からなる複合施設)をオープン。

○地域の農産物を出荷してもらうために、地元生産者と

の信頼関係の構築

→地域生産者の具体的な所得向上に寄与させていただく

ために、物産館を売場として活用していただいている。

○リピーターの確保

→ポイント付きメンバーズカードの発行やＤＭ発送等によ

る情報発信に努め、リピート客を確保。

○ 来場者数

２～３人／日（H11)→110万人（H26)

○ 出荷者数

０人（H11)→250人（H26)

○ 雇用者数（臨時雇用含む）

40人（H11）→165人（H26）

○ 地元への安定的な雇用の創出、地元農産物

の直売場所の提供等により農業所得の向上

に大きく貢献。

○平成25年度６次産業化優良事例表彰「食料産

業局長賞受賞」

○ 都市と農村の垣根を越えた「行ってみたい街、

住んでみたい街」の魅力を情報発信する。

○ 地域と共生し、地域と一体となったまち作りを

行い、コッコファームの存在感を更に高める。

○○○

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

●●●

写真１ 写真２

食品加工
卵

バナナ館

地元農家
(２５０名)

直売所（物産館）

産みたてのおいしい卵を多くの人に味わって欲しい！

消費者

来場

お客様情報をデータ
ベース化（メンバーズ
カード発行）定期的に
DMを発送コッコファーム

野菜・花等

鶏卵、鶏肉

養鶏
８万５千羽
卵：７万個／日

レストラン（たまご庵）

鶏糞

惣菜

野菜

卵

株式会社 コッコファーム
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地域の持つ自然、景観、歴史、文化を多くの人に伝える
田園空間博物館

道の駅阿蘇

＜事業者の概要＞

・所在地 ：熊本県阿蘇市黒川1440－１
・運営主体 ：ＮＰＯ法人ＡＳＯ田園空間博物館
・取組内容 ：直売所、総合案内所等
・売上高 ：５億２千万円（Ｈ26）
・雇用者数 ：23人（臨時雇用含む）（Ｈ26）
・ＵＲＬ ：http://www.aso-denku.jp/michinoeki/

○地域全体を 「屋根のない博物館」として案内所からス

タートして、地元の特産品を販売していくようになった。

○総合案内所において、外国人観光者向けに、英語で

対応出来るスタッフに加え、中国語、フランス語、土

日祝日はバングラデシュ語の出来るスタッフが常駐。

○ＡＳＯプレミアムコーナーにおいて、阿蘇にこだわって

できた新製品などの細やかな情報を「特産品コンシェ

ルジュ」が試食を提供しながら紹介。

○地元の産品を中心に小規模事業者が出品するため、

開発力がなく商品の更新ができなかった。

→公募にて一般企業での商品開発経験者を雇用し、出

展者への指導や情報交換、新製品開発助成、研修

会等を通じて、出展者のレベルアップと新製品開発

促進を図っている。 お客様の評価を基に毎年２つの

商品に「新製品大賞」を授与し、人気商品を生み出し

ている。

○売上高

1億６千万円（H20)→５億２千万円（H26)

○出荷者数

50人（H20)→300人（H25)

○雇用者数（臨時雇用含む）

14人（H20）→23人（H25）

○平成25年度の来館者数は、970,072人（うち

外国人2,433人）年々増加傾向にある。

○研究会制度を導入し、農家・加工所・製粉会社

等連携の上６次産業化を推進し、プレミアム

コーナー等で商品のPRを行っていく。

○熊本県が主催する「里モンプロジェクト」を活用

し放棄圃場の再生や特産品開発の取組を行っ

ていく。

○地元の高校と連携し、学生が作った農作物加

工品等のPR販売を行っていく。

○○○

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

外国人観光客への対応

バイヤー等

出展者 直売所

農作物・
加工食品等
の出荷

総合案内所

阿蘇の特産品の情報発信を通じて、地域経済の活性化に貢献！
消費者

商品のPR

来場

道の駅「阿蘇」ASO田園空間博物館

新製品などの細やかな情
報を特産品コンシェル
ジュが紹介

出展者協議会、新製品開発、地元高校との取組、フェア・PR販売の実施、栗の放棄圃場の再生・特産品開発

399の個人・団体・企業から商品を出展

写真１ 写真２

・特産品プレミアムコーナー
・特産品コンシェルジュ案内

施設の維持管理

英語で対応出来るスタッフ
が常駐し、観光案内等を
実施

・景観の維持
・施設の充実

プレミアムコーナー
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特産品であるメロンを核として、
安全・安心な環境に配慮した農産物を販売

道の駅七城メロンドーム

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県菊池市
・運営主体 ： (有)七城町特産品センター

(第３セクター)
・取組内容 ：直売所、加工、レストラン
・売上高 ： 11.8億円(H26)
・雇用者数 ： 55人(臨時雇用含む)(H26)
・ＵＲＬ http://www.melondome.co.jp/

○消費者ニーズを把握し地域ブランドを確立することに

より、新たな農産物の販路拡大を目指し、平成７年に

第３セクター方式により、特産品のメロンを核とする

七城町特産品センターをオープン。

○平成10年12月に久留米店(福岡県)をオープン。

○平成11年８月に道の駅となり、施設内に農産物加工

施設、メロン選果場を設置。

○農産物の品質向上、ブランド力強化。

→メロンでは、施設内の選果場に光センサーを導入し、糖

度、熟度、水浸度等を測定し規格、サイズ毎に選果。青

果用は糖度14％以上に限定。

→他農産物では、出荷生産者は協議会に入会し、部会毎

の細やかな規程(申し合わせ事項)に沿った生産を実施。

化石サンゴカルシウム肥料を使用した安心・安全で環

境に優しい生産が特徴。

○売上高

３．８億円（H7)→11.8億円（H26)

○出荷者数

60人（H7)→270人（H26)

○雇用者数（臨時雇用含む）

20人（H7）→55人（H26）

○雇用の創出、農業所得の向上に大きく貢献、

出荷協定の締結・実践より安定出荷体制が確

立し、担い手農家や生産組織の育成が図られ

た。

○ 出荷生産者の増加を図る。

○ 現在のゼリー、ジャム、ジュース、米粉麺等の

加工品に加え、新たにピクルス等の新商品の

販売を予定。

特産品メロンを模した特徴のある外観
【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

メロンドーム
久留米店

協議会会員
２７０名

品質向上とブランド力強化に注力。
消費者ニーズを農家へフィードバック。

七城メロンドームの農産物を
他県支店で販売。

菊池市第３セクター連絡協議会

連携

写真１

直売所の様子

七城メロンドーム

選果場・加工場 直売所 レストラン農作物の出荷

・くまもとグリーン農業認定農業者

・化石サンゴカルシウム肥料使用

・施設内に、ガラスごしに見
れるメロン選果場を設置。
・糖度14％以上の物が店
頭販売される。

・こだわり農法による
安全・安心・新鮮な農
産物を販売。

・特A米の評価を受ける

「七城米」と地元野菜を
使用。

インショップ
県内３店舗
県外２店舗

県内外のインショップで販売。
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