農林漁業者のみなさん

６次産業化の取組を応援します！
あなたの生産物を活用して儲かる農林水産業を実現しませんか？

６次産業化とは？
農林漁業を１次産業としてだけではなく、加工などの２次産業、さ
らにはサービスや販売などの３次産業まで含めて一体的に取り組み、
農林漁業の可能性を広げようとするものです。
６次産業化の取組によって生産物の付加価値が向上し、所得の向上
が期待されます。

６次産業化相談窓口を設置しています。
ご関心のある方は、ご相談ください

６次産業化サポートセンターのご紹介
＜支援内容＞

※相談・専門家派遣は無料です。

① ６次産業化に関する相談の受付
② ６次産業化プランナー（専門家）の派遣
サポートセンターが選定・登録した農産加工、マーケティング、販路開拓等の専門家で、
６次産業化に取り組む農林漁業者等の課題解決に向けたアドバイスを行います。
プランナーの専門分野や派遣実績は、パンフレットの中面をご覧ください。

③ 総合化事業計画※の認定に向けたサポートとフォローアップ
※

六次産業化法に基づいて国が認定するもので、施設整備等に対する補助や、融資等の支援
措置のメリットがあります。

新潟県６次産業化サポートセンター・新潟県
令和元年７月

新潟県６次産業化プランナーのご紹介
① 新谷 梨恵子（あらや りえこ）
所属 ／ 農プロデュースリッツ代表
専門分野 ／ 農産加工品開発

小千谷市

さつまいも農カフェきらら

女性起業支援

販路拡大

営業販売

セールストーク術

主な資格等 ／ ６次産業化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰﾌﾟﾛﾚﾍﾞﾙ４、調理師、食育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ、食Pro認定審査員、ﾐﾗｻﾎﾟ専門家
主な派遣実績 ／ 米粉・さつまいも等新商品開発、規格外品の販路開拓・商品化、農福連携

自己
ＰＲ

10年間農業法人で米、さつまいも、アスパラ、トマトなどの生産・加工・販売の実務経験があります。自分自
身が経験した悩みや課題をこれから６次産業化に取り組む方々のために生かし、農家の方に寄り添いながらア
ドバイスします。まずは何から始めようか悩む方にとっての「町医者」の存在になり、全力で支援します。

② 茨木 和雄（いばらき かつお）
所属 ／ 一般社団法人県央研究所

理事長

専門分野 ／ 食品加工と衛生管理

加工施設等の衛生指導

燕市
賞味期限設定

ＨＡＣＣＰ導入

主な資格等／ 臨床検査技師、食生活アドバイザー、食育指導士、ＨＡＣＣＰ講師
主な派遣実績 ／品質衛生管理の改善指導

自己
ＰＲ

６次産業は夢の食惣（たべもの）だと考えます。一生懸命､夢創造･夢実現に向かって行く６次産業の皆様の更
なる発展の糧となりますよう応援をしたいと思います。

③ 今井 進太郞（いまい しんたろう）

長岡市

所属 ／グローカルマーケティング㈱代表取締役
専門分野 ／ 企画・販売

ＩＴ活用

販路開拓

市場リサーチ

主な資格等 ／中小企業診断士、一級販売士
主な派遣実績 ／ 米の販路拡大支援、ホームページ改善、経営アドバイス、ネットを活用した人材確保

自己
ＰＲ

農業者様の売上を伸ばすためのマーケティング支援を得意にしています。市場調査、商品開発、販路開拓、プ
ロモーション、ネット活用など、豊富なノウハウで売れる仕組みを構築し、売上ＵＰを実現します。わかりや
すくて、即実践可能なご支援・ご助言を心がけています。

④ 江川 和徳（えがわ かずのり）

加茂市

所属 ／ 江川技術士事務所 所長
専門分野等 ／ 米加工技術

衛生管理

商品開発

主な資格等 ／ 技術士（農芸化学）
主な派遣実績 ／乾燥野菜の加工技術、製粉技術、製餅技術、米加工の商品化

自己
ＰＲ

米を中心に選別、精米、洗浄、粉砕、乾燥、蒸煮、焼成、発酵など加工技術全般の知識を有する。

⑤ 遠藤 智弥（えんどう ともや）

新潟市中央区

所属 ／ （株）フォーワテック・ジャパン
専門分野 ／ 商品開発 ブランドプロデュース デザイン全般 販路開拓 プロジェクト運営 展示会準備
主な資格等／ HIENプロジェクト プロジェクトリーダー
主な派遣実績 ／ 令和元年6月24日 プランナー登録

自己
ＰＲ

新しい販路開拓を目的とした、魅力ある商品づくり。６次化ブランドプロデュース。商品づくりやＰＲ、展示
会出展に係るデザイン全般。６次化プロジェクト運営。第４回６次化大賞グランプリ受賞。

⑥ 大滝 勇一（おおたき ゆういち）

新潟市東区

所属 ／ オオタキ・マネジメント・コンサルティング
専門分野等 ／販売戦略

商品開発

商品デザイン

代表

直売所運営支援等

主な資格等 ／ 中小企業診断士、一級販売士、JGAP指導員（日本GAP協会）
主な派遣実績 ／ 直売所開設準備、直売所の運営、販売実績の分析

自己
ＰＲ

・商品づくりとは、「商品へのこだわり＋提供方法の開発」です。売れている商品には理由があります。
キラリと光る農産加工品開発と販売の仕組みづくりを提供します。
・魅力ある農産物直売所の売場づくり、飲食施設等の運営の勘所を集客・購買促進の両面から提供します。

⑦ 木村 正晃（きむら まさあき）

新潟市西区

所属 ／アグラットリア
専門分野 ／農産物の商品企画・開発

販売戦略

商品デザイン

ＩＴ活用

飲食店プロデュース

主な資格等 ／野菜ソムリエプロ
主な派遣実績 ／レシピ・メニュー提案、ホームページ作成、新商品開発、特産野菜の販売促進

自己
ＰＲ

有形無形問わず、新潟県には豊富な「地域資源」、農林水産物、バイオマス、自然エネルギー、風景・伝統文
化などに溢れています。これらを十二分に有効活用し、原材料供給者としてだけではなく、自らの多角化をサ
ポートし、地域の活性化に繋げて参りたいと思います。

⑧ 黒坂 一久（くろさか
所属 ／ ㈲エムエスケイサポート

かずひさ）

東京都西東京市

代表取締役

専門分野 ／地域振興戦略の策定及び事業支援

地域特産物の掘起こし

農産物の企画販売促進

主な資格等 ／高圧ガス製造保安責任者
主な派遣実績 ／首都圏向け販路開拓、販売リスク管理

自己
ＰＲ

６次産業化への想い 耕作者から生産者を自覚し、自らの自信作を他周辺条件から価格決定し、その商品を販売する
事。さらに、その結果の検証する事。事業経営は継続である。素材の“こだわり”やユーザーニーズを確認し、マー
ケットを作り出す商品を作る事。それにより個から地域への活力となり、新しい産業になる事が事業化の願いである。

⑨ 椎葉 彰典（しいば
所属 ／食の高付加価値化研究所
専門分野 ／商品企画・設計

あきのり）

新潟市中央区

所長

加工技術

品質管理

販路開拓等

主な資格等 ／一級惣菜管理士、食の６次産業化プロデューサーレベル４
主な派遣実績 ／新たな商品開発及び販路拡大、規格外農産物の活用、ブランド力の高め方

自己
ＰＲ

・食品の商品開発、販路拡大、輸出入、品質・工程管理に大きく関わってきた。
・原料選定から新商品開発、衛生管理、工程管理、品質管理、新販路開拓、新規事業創出等の知識と経験を体得している。
・食品流通業界歴約30年、ﾒｰｶｰ、商社、量販店の全部門での豊富な実務経験に基づく「売れる」「売れ続ける」仕組みづくりをｻﾎﾟｰﾄします。

⑩ 鈴木 将（すずき しょう）

長岡市

所属 ／ (有)寿々龍（SUZUGROUP）専務取締役
専門分野 ／ 飲食サービス

商品開発

衛生管理

デザイン

主な資格等 ／ 調理師 ジュニア野菜ソムリエ マクロビフードコンシェルジュ
主な派遣実績 ／ 令和元年6月24日 プランナー登録

自己
ＰＲ

地場野菜を活かしたレストランを７店舗運営。その他自社で加工品を約20種類開発、製造。独自の視点で地域
食材の魅力を伝えるのが弊社の強みです。どうぞよろしくお願いします。

⑪ 白石 展子（しらいし

のぶこ）

所属 ／ 合同会社エージェントスタイル

福島県郡山市

代表

専門分野 ／商品開発から販路支援までトータルサポート 道の駅、農産物直売所、アンテナショップ店舗運営
主な資格等/ 食品表示管理士、健康管理士一般指導員、公益財団法人にいがた産業創造機構事業ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(食品産業支援)
主な派遣実績 ／ 新商品開発、販路支援、商談・展示会指導、ブランディング

自己
ＰＲ

大手商社で企画と営業を担当し、海外ビジネスを経験。首都圏や海外の百貨店・高級スーパー・大手通販向けに地域商品の開
発・ブランディング・販路支援など実績を積んできました。また、商社時代のノウハウを生かし輸出やインバウンド向けの商品
開発も得意としており、2020年の東京オリンピックを踏まえ外国人対応の売れる商品づくり、販売戦略に力をいれております。

⑫ 関本 大輔（せきもと
所属 ／ ㈱アドハウスパブリック

だいすけ）

新潟市中央区

代表取締役

専門分野 ／ ブランディング（経営・チーム開発・マーケティング販売戦略・ブランド開発、デザイン全般等）
主な資格等／ 越後雪室屋ブランディングディレクター・事務局長、米ギャラップ社認定ストレングスコーチ
主な派遣実績 ／ 農園のブランディング、事業戦略方針の分析、展示会出展に向けた準備、野菜のドライ加工

自己 ・他と差別化された農園や商品のコンセプトづくり
・広報・営業方法の構築・ブランドチーム・組織の立ち上げ／チーム力向上のセミナー・ワークショップ
ＰＲ ・デザイン制作全般

⑬ 千喜良 たまき（ちきら
所属 ／ イートプラン

代表

専門分野 ／ 商品開発

レシピ開発

たまき）

食育ツアー

南魚沼市

コンサルタント

主な資格等 ／ 管理栄養士、調理師、社会福祉主事
主な派遣実績 ／ 米粉・野菜を使った新商品開発、栄養分析、レシピ提案、米粉パンメニュ－開発

自己
ＰＲ

これまで農作物を使った商品開発、雑誌媒体などへのレシピ作成、栄養価計算、PRコメント作成などを行って
きました。高齢者から子供まで、食べる人に合わせた商品形態のアドバイスや、工場内の衛生管理、食品表示
についてなど農産物の加工、商品化についてなんでもご相談ください。

⑭ 手塚 貴子（てづか たかこ）
所属 ／ ㈲フルーヴ

新潟市西蒲区

代表取締役

専門分野 ／ 販売戦略、販路開拓支援 消費者交流及び農業体験等の実践支援 ネット販売及び情報発信・他産業との連携支援
主な資格等 ／ 日商簿記２級
主な派遣実績 ／ 米の販売強化に向けた取組、イチゴ狩り等イベントの集客、パンフレット作成

自己
ＰＲ

作る人と食べる人をつなぐ季刊誌「旅する食べる通信」編集長として、新潟県はもとより全国の生産者の魅力
を引き出し読者に伝えています。その経験を生かして、作り手の魅力を掘り起こし、商品開発や農業体験、販
売方法のサポートやアドバイスを行います。

⑮ 西巻 由歌（にしまき

ゆか）

大阪府大阪市

所属 ／ 農業コンサルタント事務所 アグリード
専門分野 ／ ブランド化

新商品開発企画支援

販売戦略販路開拓支援

他産業との連携

主な資格等/販路コーディネータ、セールスレップ、東京都中小企業団体中央会コーディネータ、東米商全国こだわり米推進事務局
主な派遣実績 ／ 事業計画、新商品開発企画、販路開拓支援、デザイン全般、店舗プロデュース

自己
ＰＲ

農業経営を安定させるために、第2の柱となるような新商品開発を他産業と一緒に構築したり生産者さんの強み
を最大限に引き出し売上アップや利益アップの仕組み作りを行っていきます。また、様々な事業で重要かつ実
現可能な計画書作りの支援を行います。

⑯ 平本 勝（ひらもと

まさる）

新潟市中央区

所属 ／ 日本貿易振興機構 新潟貿易情報センター（ジェトロ新潟）
専門分野 ／ 貿易投資相談・最新の市場情報提供などの海外展開支援
主な資格等 ／ ジェトロ新潟 アドバイザー、地域ファシリテーターアドバイザー
主な派遣実績 ／ 精米輸出の実践指導

自己
ＰＲ

国内外の情報網を駆使して、「貿易の実務について知りたい」、「海外での売れ筋情報を知りたい」、「海外
の取引先を探したい」といった、海外ビジネスに関するご質問、ご要望をお持ちの皆様をサポートします。貿
易実務経験あり。

⑰ 福地 祐治（ふくち

ゆうじ）

千葉県千葉市

所属 ／ ㈱生活品質科学研究所
専門分野 ／ 食品表示の作成支援・指導
主な資格等 ／ 食品表示検定協会認定講師
主な派遣実績 ／ 食品表示法に基づく適性表示の留意点

自己
ＰＲ

食品表示法に基づいた指導経験豊富・商品開発の後段における加工品の表示について的確な指導実績多数あり

⑱ 古田 道夫（ふるた

みちお）

所属 ／ 一般社団法人県央研究所

理事

専門分野 ／ 青果物の流通・利用技術

新潟市江南区

食品加工技術及び衛生管理技術等

主な資格等 ／ 農学博士
主な派遣実績 ／ 加工商品の製造技術・保存技術、きのこ類の加工品と設備、規格外農産物の活用方法

自己
ＰＲ

皆さんの側には色々な分野の応援者が沢山います。是非、勇気を出して６次産業化に挑戦してみてください。
私は、加工食品作りの技術や製品造りのヒント・アイディア等を提供しますが、他人よりも一味、二味違った
商品造りに挑戦される方との出会いを楽しみにしています。

⑲ 星野 康人（ほしの

やすひと）

所属 ／ ホシノ・アグリ・コミュニケーション研究所
専門分野 ／ 商品企画

商品開発

販路開拓

千葉県柏市
代表

商品デザイン

マーケティングリサーチ

主な資格等 ／ 農業改良普及指導員、専門技術員（農業経営）、野菜ソムリエ
主な派遣実績 ／ 新商品の企画及び開発、米の販路開拓と商談支援

自己
ＰＲ

農業マーケティングのコンサルタント歴14年、北海道から沖縄まで全国４７都道府県で培った豊富な経験と実
績があります。御社の強みである地域資源や経営資源を活かした商品づくりや販売のしくみづくりをお手伝い
します。モットーは、「相互理解、相互扶助、相互発展」です。どんなことでもお気軽にご相談ください。

⑳ 本間 真弓（ほんま
所属 ／ フードデザインHonma

まゆみ）

新潟市中央区

代表

専門分野 ／ 食品加工技術指導 衛生法規 衛生指導 食品表示 食品栄養 レシピ開発 新商品企画開発設計 販売提案他
主な資格等 / 管理栄養士、フードコーディネーター、新潟県よろず支援拠点コーディネーター、新潟市アグパーク食品加工支援ｾﾝﾀｰ講師
主な派遣実績 ／米粉商品の開発・加工技術指導、ハチミツを使ったペースト、枝豆を使った新商品、桃ｺﾝﾎﾟｰﾄ・ジャム・乾燥品の商品化

自己
ＰＲ

若い人に農業をつなげていきたい。そのためには、儲かる農業でなければならない。ニーズをとらえ、生産か
ら製造・販売までつながるような、作り手の想いのこもった他にはない製品づくりや製品を輝かせる販売促進
のお手伝いを致します。

㉑ 丸山 結香（まるやま

ゆか）

長岡市

所属 ／ ㈲マックス・ゼン パフォーマンスコンサルタンツ代表取締役
専門分野 ／ コミュニケーション全般

組織マネジメント

顧客心理

営業力の強化

経営戦略等

主な資格等 ／ リーダーシップコーチ
主な派遣実績 ／ 直売所・加工所部門の売上向上、農家レストランの経営、人材育成と経営改善

自己
ＰＲ

６次産業化の成功を、経営や組織マネジメントの強化、人材育成の観点から強力にサポートします。企業コン
サルタントとして20年以上のキャリアをもち、特に製造業の事業再生を多く手掛けています。

㉒ 武藤 勝行（むとう

かつゆき）

所属 ／ 中小企業診断士武藤事務所
専門分野 ／ 農業経営診断

新潟市南区

所長

販売管理

財務管理

生産管理

労務管理

栽培工程管理

主な資格等 ／ 中小企業診断士、行政書士
主な派遣実績 ／ 収益性向上のための経営診断支援、販売促進に向けた経営診断支援

自己
ＰＲ

①農業法人を対象とした経営診断支援（平成8年4月～平成31年3月） ②食品加工場の経営改善支援
③花卉産地の収益性向上支援
④農業経営体のビジネスプラン作成支援
⑤製造業の問題解決手法活用支援
⑥若手農業者経営管理力向上支援

㉓ 山岸 拓真（やまぎし たくま）
専門分野 ／ 地域産品開発

農産物直売所

新潟市中央区

農家レストラン

主な資格等 ／ 食品衛生管理者、野菜ソムリエ
主な派遣実績 ／ 直売所の目玉商品開発、直売所の運営ルール、三条市下田地区地域商品開発

自己
ＰＲ

農家レストランと農産物直売所を専門としております。飲食と直販。両方のノウハウを持っておりますので複
合的な施設のご相談もお任せ下さい。プロジェクト立ち上げ時のルールづくりから、実際の現場での価値の伝
え方まで。農家だからできる資源に着目し、産業として成り立つようサポートします。

㉔ 柳沼 陽介（やぎぬま ようすけ）

東蒲原郡阿賀町

所属 ／ パンとおやつ

奥阿賀コンビリー・地域商社阿賀町もりあがろう商会

代表

専門分野 ／ 農産加工

商品開発

営業支援

販路拡大

主な資格等 ／ 中小企業庁ふるさとプロデューサー
主な派遣実績 ／ 令和元年6月24日 プランナー登録

自己
ＰＲ

農産物の魅力を掘り起こし、核となるコンセプトを決めることが大事であると思っています。
一次加工から商品開発、営業・販売戦略まで「出口」を重視し取り組むことで加工部門がひとつの柱になるよ
う連携させていただきます。

㉕ 吉田 育子（よしだ
所属 ／ 新潟調理師専門学校

いくこ）

新潟市中央区

学院長

専門分野 ／ 商品開発（加工）

調理関係全般

主な資格等 ／ 栄養士、調理師
主な派遣実績 ／ チャツネの改良、商談会での発信戦略アドバイス、加工品の評価

自己
ＰＲ

今までの多方面の料理講習などの経験を生かし、レシピ開発・加工食品の商品化など幅広く食品の開発・指導
を重点に利益につながるように指導して行きたいと思います。

お問い合わせ先一覧
機関名

連絡先

新潟県６次産業化サポートセンター
（公益社団法人新潟県農林公社内）
〒950-0965

新潟市中央区新光町15番地2（新潟県公社総合ビル4階）
ホームページＵＲＬ

電話：025-285-8447
FAX：025-285-7840
E-mail：

nsupport@niigata-nourin.jp

http://www.niigata-agrisupport.jp

機関名

担当所属名

電話番号

村上地域振興局

農林振興部企画振興課

0254-52-7927

新発田地域振興局

農業振興部農業企画課

0254-26-9147

新潟地域振興局

農林振興部農業企画課

0250-24-7267

巻農業振興部企画振興課

0256-72-0944

三条地域振興局

農業振興部企画振興課

0256-36-2255

長岡地域振興局

農林振興部農業企画課

0258-38-2551

魚沼地域振興局

農業振興部企画振興課

025-792-1309

南魚沼地域振興局

農林振興部企画振興課

025-772-2819

十日町地域振興局

農業振興部企画振興課

025-757-5518

柏崎地域振興局

農業振興部企画振興課

0257-21-6251

上越地域振興局

農林振興部農業企画課

025-526-9401

糸魚川地域振興局

農林振興部企画振興課

025-553-1902

佐渡地域振興局

農林水産振興部農業企画課

0259-63-3185

〃

「新潟県６次産業化プランナー」の派遣の流れ
❶

まずは、地域振興局・サポートセンターに相談

・ ６次産業化の事業構想や取組にあたっての課題を整理し、地域振興局又はサポートセン
ターに相談してください。（お問合せ先一覧 参照）
【相談する前に整理していただきたい事項（例）】
●活用する農産物は何か
●生産体制は整っているか
●許認可は必要か

●どのような商品を作りたいか
●必要な設備は整っているか

●ターゲットはどこか
●資金調達は可能か

※取組のイメージを整理してから相談すると、より課題に対応する専門家を派遣することができます。

❷
派
遣
の
流
れ

どんな専門家が必要か決まったら、派遣申込書を提出

・ 地域振興局又はサポートセンターに提出してください。
・ 派遣希望日の２週間前まで（初めての方は３週間前まで）に提出してください。
※申込書の様式はサポートセンターからメール又はＦＡＸで送信します。
ホームページからもダウンロードできます。

❸

派遣が決定したら、サポートセンターから連絡します

❹

６次産業化プランナーを派遣

・専門家が、ご相談の内容について総合的又は専門的な立場から助言します。
【お読みください】
● 派遣費用は無料です。
・国、県の事業で運営しています。６次産業化の実践に向けて効率的･計画的に活用してください。

● 派遣回数は、原則として同一年度５回以内です。

※六次産業化法に基づく総合化事業計画の申請及び実践に係る派遣は、同一年度10回以内です。

● １回の指導時間は、原則として２時間以内です。

● 派遣先は、原則として申込者の自宅又は事務所です。

❺

相談内容記録の提出

・ 所定の様式をお渡ししますので、派遣後１０日以内にサポートセンターに提出 してくだ
さい。

❻

派遣後も、取組状況に応じてフォローアップします
まずはお気軽にご相談ください！
新潟県６次産業化サポートセンター（電話 025-285-8447）

