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セミナー 個別相談 

        講師 田中 良介 氏 
         アグリマーケティング㈱ 代表取締役 
 
         北海道大学工学部を卒業後，ドイツの自動 

         車部品メーカーBosch で，日本の自動車 

         メーカーと海外エンジニアのコーディネー 

         ション業務に従事。 

         2012 年より農業業界へ転職し，長野県の

小さなブドウ農家で，国内，そしてシンガポールへ販路を大き

く広げた実績を持つ。現在は，農家や自治体を対象に，農業マ

ーケティングシステム構築，６次産業化サポート，海外進出支

援などを中心に活動している。 

        講師 加藤 貴之 氏 
         東京促成青果株式会社 大田営業部次長 
         株式会社サンオオタ 代表取締役 
 
         野菜・果実の新たな需要に対応すべく産地 

         や加工会社などと協力して，消費者に受け 

         入れられやすい商品開発を行う第一人者。 

         西友，ヨークマート，ライフ等の大手スー

パーから地域密着スーパーまで，幅広い商品開発対応を担うか

たわら，産地開発に伴って新たな販売先の拡充も行っており，

「マーケットが求める産地」特に，フルーツの流通・販路開拓

を得意としている。 

セミナー 個別相談 

8 月 22 日（火） 

時遊館ＣＯＣＯＯはしむれ 

マーケットの求める産地の姿

や，さまざまな農業形態・販売

チャネルにおける事例から，

“もうかる農業”，“もうかる産

地”を考えます。 

セミナー 

7 月開催予定 

ＰＯＰ＆ラッピング 
セミナー 

お中元商戦に今す

ぐ役立つ！ＰＯＰ

とラッピングで販

売力の強化を。 

セミナー 

8 月開催予定 

ＩＴ＆ＳＮＳ活用 
セミナー 

インターネット・Ｓ

ＮＳを活用して，販

売促進につなげま

しょう！ 

10 月開催予定 

ミニ商談会 

個別相談 

     ＜同時開催＞ 
 
食品衛生・品質管理等

に関する個別相談会 
 
鹿児島県薬剤師会が食品衛

生，表示，品質管理，成分検

査等の相談に対応します。 

個別相談 

国産（株）をコーディ

ネーターに迎え，首

都圏等からバイヤー

を招へいして販路開

拓を目的とした商談

会を実施します。 

 

9 月,1 月 

地域商品ステップ 
アップ支援事業 

個別相談 

（株）五味商店を迎え，ス

ーパーマーケット・トレー

ドショーへの出展に向けた

取り組みを支援します。 

○問 市農政課（内線 711） 

○問 市商工水産課（内線 314） 

○問 商工会議所，商工会 ○問 商工会議所 

○問 市商工水産課（内線 314） ○問 市商工水産課（内線 314） 

 セミナー   個別相談   商談会  

 

＜問合せ先＞指宿市（商工水産課・農政課）：22-2111，指宿商工会議所：22-2473，菜の花商工会：34-1141 

 

H29.5.24 

大手“永谷園㈱”での商品・企画開発の経験を生かす 

講師 大﨑 美由紀 氏  

 
㈱ジェーシー・コムサでの冷凍・冷蔵製品等の企画営業、㈱永谷園

でのナショナルブランド等の商品・企画開発、寺田倉庫㈱での天王洲
開発や農業プロジェクトなどを経て、現職に至る。 

商品開発サポート及び販売支援、販路開拓サポートを得意とし、コ
ンセプト、パッケージデザインの考え方から商品を作り上げるまでの
サポート、催事や都市圏での営業に関するサポートなどを行う。 

6 月 20 日（火）10:00～（予定） 

時遊館ＣＯＣＯＯはしむれ 

セミナー セミナー 

開催予定 

商談会 

coming 

soon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー 

簿記講座 
（全 20 回） 

11 月 19 日に実施される「簿記検

定 3 級」の合格を目指します。 

どなたでも参加できます！ 

＜原則期間中の月・木曜日 18:30～20:00＞ 

① 9/11(月) ②9/14(木) ③9/19(火) ④9/21(木) 

⑤9/26(火) ⑥9/28(木) ⑦10/2(月) ⑧10/5(木) 

⑨10/10(火) ⑩10/12(木) ⑪10/16(月) ⑫10/19(木) 

⑬10/23(月) ⑭10/26(木) ⑮10/30(月) ⑯11/2(木) 

⑰11/6(月) ⑱11/9(木) ⑲11/13(月) ⑳11/16(木) 

 ○問 商工会議所 

セミナー 
創業予定者や創業間もない

方のための，経営ノウハウ

を学ぶセミナーです。 
創業セミナー 

（全 6 回） 
＜期間中の毎週水曜日 18:00～20:30＞ 

① 10/4 ④10/25 

② 10/11 ⑤11/1 

③ 10/18 ⑥11/8 

 ○問 商工会議所 

 第４回関東指宿会砂蒸し温泉塾大商談会（仮称） 

〔開催概要〕 

 会期／11 月 13 日(月) 

    10:00～16:00 予定 

 会場／丸ビルホール（東京駅前） 

 対象／農畜水産物の生産者や加工食品製造事業者など 

    （県内事業者も可） 

 出展料／20,000 円（税込み） 

 募集枠／70 社程度 

首都圏での販路開拓を目的に郷土会と連携した商談会を

開催します。 

○問 市商工水産課（内線 314） 

商工会議所 

商談会 

市内や周辺地域の飲食店・小売店・宿泊事業者などのバ

イヤーが一堂に集います。 

指宿よかもん商談会 

〔開催概要〕 

 会期／7 月 19 日(水) 10:00～16:00 

 会場／山川文化ホール 

 対象／農畜水産物の生産者・加工食品・工芸品製造事業者 

    など 

 出展料／無料 

 募集枠／50 社程度 

 募集期限／5 月 31 日(水)まで ○問 商工会 

商談会 

かつお節やオクラパウダーの機能性を活用した商品の販

路開拓を支援します。 

健康博覧会２０１８ 

〔開催概要〕 

 会期／1 月 31 日(水)～2 月 2 日(金) 

 会場／東京ビックサイト 

 対象／農畜水産物を活用した加工食品製造事業者など 

 出展料／無料（オプションは除く） 

 募集枠／2 社 

 ※健康食品開発事業補助金の採択者は優先的に出展可 

○問 市商工水産課（内線 314） 

商談会 

関西圏での青果や水産物などの販路開拓を支援します。 

アグリフードＥＸＰＯ大阪 
シーフードショー大阪 

〔開催概要〕 

 会期／2 月下旬 

 会場／（大阪府） 

 対象／農畜水産物の生産者やこれを活用した加工食品製造事

業者など 

 出展料／無料（オプションは除く） 

 募集枠／各２社程度 

 ※水産物加工食品開発支援事業の採択者は優先的に出展可 

 

商談会 

食品問屋の㈱五味商店と連携し、首都圏での販路開拓を

支援します。 

 スーパーマーケット･トレードショー 

〔開催概要〕 

 会期／2 月中旬 10:00～17:00 

 会場／東京ビックサイト 

 対象／加工食品製造事業者 

 要件／市及び㈱五味商店の選考基準を満たす者 

 選考／10 月予定 

 出展料／無料 

 募集枠／4 社予定 

 

商談会 

アジア圏を中心とした複数国の海外バイヤーを招へいし

た商談会を開催します。 

うんまか鹿児島商談会 

〔開催概要〕 

 会期／7 月 28 日(金) 9:00～17:30 

 会場／城山観光ホテルエメラルドホール 

 主催／県、県貿易協会、県特産品協会、鹿児島アグリ＆フード金融協議会 

 協賛／県南部広域観光物流実行委員会 

 対象／加工食品製造事業者など 

 出展料／有料予定 

 募集枠／県内企業 60 社程度 

 ※出展案内は 5 月下旬を予定 

商談会 

 

11 月開催予定 

中小企業会計啓発・普及セミナー 
創業間もない方等の帳簿付け経理実務についてのセミナーです。 

セミナー 

 

1 月開催予定 

コミュニケーション・接客力向上セミナー 

セミナー 

○問 市商工水産課（内線 314） 

○問 市商工水産課（内線 314） ○問 市商工水産課（内線 314） 

※受講料が必要です。 


