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新宮町 ・古賀市 ・福津市 ・宗像市の頭文字をとって 「し・こ・ふ ・む」。

この “しこふむ"地 域が力を合わせて 「販路拡大プロジェク ト」に取

り組みます。

まず今年度は、多方面で活躍している専門家を交え、売れる商品にす

るための商品磨きの研修会を行います。このプロジェクトの説明と講

演、パネルディスカッション、交流会を開催 しますので、ぜひご参加

ください。
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進藤光代 (ltl進藤商店 専務取締役)

50～16ЮO休 憩 (交流会会場へ移動)

00～1■00交 流会 (参加者が商品を持ち寄り、パネラーの方から

開会

販路拡大プロジェク ト(地域商品の販路拡大)の概要説明

基調講演「地域産品の可能性について」

講師 白田典子(l■l良品工房 代表取締役)

休憩

パネルディスカッション 「地域産品の現状と未来について」

コーディネーター

島添正信(l■l井筒屋アドバイザー)

パネラー

白田典子(l■l良品工房 代表取締役)

中澤さかな(道の駅 萩し―ま―と 駅長)

中野幸浩(m九州のムラ市場 村長)

浅羽雄―(l■lウィロー 代表)
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参加募集中

宗像市 ・古賀市 ・福津市 0新宮町にお店をお持ちの方や
商売をされている方 ・商売されようとしている方

13:30´ -17:00
13:00開 場

カメリアホール
(福津市文化会館)

カメリアホール (福津市文化会館)

福津市津屋崎―丁目7…2

」R鹿 児島本線福間駅下車 乗り換え西鉄ハ
゛
ス約 20分

「福津市役所津屋崎庁舎前」バス停から徒歩すぐ

駐車場有

至小倉 ・門司

アドバイスをいただきます)



白田典子 はくたのりこ

(0良品工房 代表取締役)

つくり手、売り手、買い手をつなげる『いいものプロジェ

ク ト』で、地域の商品を販売 しながら集めた消費者の

声を届けようと、日本全国を駆け巡っている。石川県

ブランド食材プロデューサー、直売所甲子園審査員な

ど全国各地での講師、審査員、ア ドバイザー等を多数

務め、地域特産品の販路開拓、流通に深い見識と豊富

な経験を持つ。

中澤 さかな なか さわ さかな

(道の駅  萩 し― ま一 と 駅長)

萩市の全国公募に応募し、「道の駅 /萩 し―ま―と」立
上げのために山口県萩市に家族で移住。現在は萩産水
産物の PR等 にも関わっている。また地域活性化伝道
師 。地域力創造アドバイザーとして、全国各地の地域
活性化案件を担当している。水産庁資源管理活用アド
バイザー、農商工連携支援事業 「地魚もったいない
PJ」プロデューサー、萩ぶらんど流通開発室プロデュー

サーなどを務める。

浅羽雄― あ さばゆ うい ち

(同ウィロー 代表 商品開発プロデューサー)

ビールにそっくりのオリジナルドリンク 「こどもびい
る」などを企画発売。日経 トレンディー誌の 「2005

年地方発ヒット商品」に取り上げられる。各地の企業、
観光協会などとともに地域の資源を生かした飲料開発
を行う 「地サイダー事業」にも取 り組んでいる。
2009年 中小企業4社で共同開発した 「NEO プレミ
アムジンジャエール」が農林水産省の 「輸出が期待で
きる加工食品」のベスト4に選ばれる。
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島添正信 しまぞえまさのぶ

(い井筒屋非常勤ア ドバイザー)

井筒屋本店、グループ各店の店舗環境デザインアドバ

イザー、帥コレット「福岡デザインコレクション」ア

ドバイザー、筑後地域雇用創造協議会 「九州ちくご元

気計画」プロジェクト講師等を務め、地域特産品の販

路開拓、流通に深い見識と豊富な経験を持つ。

中野幸浩 なかのゆきひろ

(閉九州のムラ市場 村長

商品開発 ・営業企画マネージャー)

九州のムラ市場村長。大阪あべの辻調理師学校卒業後、

和食専門店を経て、魚料理の興味からスーパーの鮮魚

売り場へ。名物社員となる。その後、(株)九 州のム

ラ市場に入社 し店舗立ち上げ、運営に携わりつつ仕入

れ業務も担当。

進 藤 光 代  しん ど うて る よ

(l■l進藤 商店  専 務 取 締 役 )

白砂青松の新宮海岸に立つ進藤商店に嫁いで40年 足

らず。創業 100年 の歴史ある伝統の味と、丁寧な手

作りの製法に基づき、全国の水産加工品の品評会で、

焼かないで食べれる 『鯖燻』を筆頭に 『銀だらみりん』
や 『うるめ鰯丸干 し』などで数々の賞を頂く。魚食の

推進や立地条件の悪さ等をどのように克服するかを

永年の課題とし、毎年行っている試食祭や、各イベン

トでのお魚の旬の提言などにも努めている。

T記 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記宛先にファックス送信していただくか、お電話でお申込下さい。

宗傷tT打謡:三二髪ざ丁EL:0940¨ 36…2268 FAX:0940¨ 36…7822

福津市役所 商I観 光課  丁EL:0940¨ 52…4951 FAX:0940¨ 52‐4469

剰子1雪田丁各諄易生燿:1辰興:言果 丁EL:092… 962…0238 FAX:092… 962‐0725

福岡県 広域地均ti辰興l層果TEL 1 092 6̈43…3181  FAX:092‐ 643…3164

古賀市商工政策課 丁EL:092-942… 1176 FAX:092… 942…3758

福津市商工会  丁EL 1 0940…42‐0315  FAX:0940… 43 6̈502

新宮田丁商I二会  丁EL:092… 963 4̈567 FAX 1092¨ 962‐4355

1福岡県 販路拡大フォーラム  腱蘭田

事務所名

団体名
Eメ ール

住  所 電話番号

販路拡大

希望商品

参加者名 交流会への参加 出品物の有無 出品商品名

□希望する □希望 しない □有 □無

□希望する □希望 しない □有 □無

□希望する □希望 しない □有 □無

※ご記入いただきました個人情報につきましては、当プロジェク トの実施 。運営のみに使用させていただきます。
※受付後、特にご連絡はいたしません。直接会場へお越 しください。


