令和３年度 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）
小千谷市
所属 ／ 株式会社

農プロデュース

リッツ

代表取締役

専門分野 ／ 農産生産加工技術 商品企画 販路拡大 ブランディング 品質管理 生産管理
表示、衛生法規 販売店運営 飲食店運営等サービスの提供 他業者との連携 農福連携

食品

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
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年間農業法人でさつまいもを使った加工品の製造、販売、販路拡大、SNS対策、マーケティングを学び、
2015年独立、起業、6次産業化プロレベル4を取得。現在、農カフェ経営、野菜の一次加工、菓子製造も手がけ
ており、自身でやってみて良いと思うことをどんどん生産者の皆さまに伝えていこうと考えています。

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

燕市

理事長

専門分野 ／ 食品加工技術、加工施設等の衛生指導、食品表示・衛生法規、品質管理、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。明るく元気にガッツで行きましょう！

③ 今井 進太郞（いまい しんたろう）
所属 ／グローカルマーケティング株式会社
専門分野 ／ 商品の販路開拓 広告・宣伝
飲食店運営等サービスの提供

長岡市

代表取締役
ブランディング 販売店運営
ＩＴ活用 市場リサーチ

通信販売運営

主な資格等 ／中小企業診断士、一級販売士
主な派遣実績 ／直接販売、販売促進、WEB活用、直売場経営、農家レストラン経営、販路開拓

自己
ＰＲ

10年以上に渡り、中小企業向けマーケティング会社を経営し、実践で培った豊富なマーケティングノウハウを
活かして、現場に即した実践可能なマーケティング支援を行えることが最大の強みです。助言で終わるのでは
なく、相談者が一歩前に踏み出せるように、伴走型支援を特に心がけています。

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

商品の企画・設計・開発

品質管理・生産管理

主な資格等 ／ 技術士（農業部門）
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）
所属 ／ 株式会社

ネルニード

新潟市中央区

代表取締役

専門分野 ／ 商品企画・設計・開発

販路開拓

広告・宣伝

ブランディング

ＩＴ活用

農福連携

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 ／ パッケージデザインのリニューアルについて

自己
ＰＲ

変化し続けるニーズ・ウォンツの中でも、新潟県の優れた農業・食産業が常に市場から求められる存在になれ
るよう商品やサービスによりよい変化をもたらします。異業種の横断的な取り組みを構築することで、これか
ら先の新潟食産業の未来創造を叶えます。

⑥ 大滝 勇一（おおたき ゆういち）
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 ／商品企画、販路開拓、広告・宣伝

新潟市東区
代表

ブランディング

経営分析・経営管理

ＩＴ活用

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

６次産業化の取り組みは「生産加工・流通・販売」という新たな分野へのチャレンジであり、継続のポイント
は商工業者との連携も視野に入れ、やりたいこと、出来ることを整理し、中期的な経営計画の策定と単年度に
おける進捗管理が重要です。「企業の成長・発展のお役に立つこと」を第一に支援を行う所存です。

⑦ 大塚

眞（おおつか

所属 ／一般社団法人

まこと）

にいがた圏

十日町市

代表理事

専門分野 ／広告・宣伝、ＩＴ活用、他事業者との連携、商品の販路開拓
主な資格等 ／新潟県スタートアップ支援拠点astoメンター、FASID
主な派遣実績 ／令和3年5月27日 プランナー登録

自己
ＰＲ

PCMモデレーター

スタートアップ支援拠点astoにて、新規創業・業務効率化を目指す方へ伴走支援をしています。農業に携わる方々の新規事
業や経営に必要なサポートを行うと共に二次産業・三次産業に従事する方が一次産業に参入する形で6次産業化を支援して
おります。付加価値額を高めるためのＩＴ活用・販路開拓・広告宣伝等、ご相談ください。

⑧ 木村 正晃（きむら まさあき）
所属 ／アグラットリア

新潟市西区

代表

専門分野 ／農産物の商品企画・開発

販路開拓

ブランディング

ＩＴ活用

主な資格等 ／野菜ソムリエプロ、ISO9001審査員補
主な派遣実績 ／加工品の販売促進、プレミアムドレッシング開発支援

自己
ＰＲ

飲食店プロデュース

レシピ・メニュー提案

６次産業化に携わる事業者の想いに真摯に耳を傾け、生産物が本来持っている価値をさらに高めるために商品
の企画や開発、販路開拓等、所得向上を共に考えながら向上していきましょう。また、それらによって地域の
農林水産物や地域を活性化させ、様々な面で地元を豊かにしていきましょう。

⑨ 椎葉 彰典（しいば

あきのり）

所属 ／食の高付加価値化研究所

新潟市中央区

所長

専門分野 ／加工技術、商品企画・設計、販路開拓、ブランディング、品質・生産管理

経営分析

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 ／ミニトマトの加工商品開発、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

食品流通業界で川上（メーカー）、川中（商社）、川下（スーパー）で実務経験を積み、商品開発、販路拡大、
品質・工程管理に大きく関わってきた。また、原料選定・調達、品質管理体制の構築、作業マニュアル作成、衛生管
理、工程管理、在庫管理、など運営基盤構築に携わる。経営士の資格を有し、経営分析、ブランディング支援を得意として
いる。１級惣菜管理士、食の６次産業化プロデューサーレベル４の認定を受け、６次産業化の実践的な支援を行います。

⑩ 渋谷

清（しぶや

きよし）

所属 ／ブランドネットワーク・インセプト

東京都羽村市
代表

専門分野 ／商品企画・開発、デザイン開発、ブランディング、輸出アドバイス
主な資格等 ／食品衛生管理者
主な派遣実績 ／令和３年５月27日

自己
ＰＲ

プランナー登録

京大農学部を卒業後、ハウス食品工業(株)の研究所で新商品開発に従事し、その後(株)パオスでデザイン戦略の、(株)イン
ターブランド・ジャパンでブランディングの仕事をした後独立し、今年で28年目になります。
6次産業化では鹿児島県、神奈川県、群馬県、新潟県、徳島県、千葉県、山梨県の計26生産者の相談に対応し、7件の総合化
事業計画（花卉、地鶏、野菜、果樹の分野）の認定を受け、1件の経営改善戦略（施設野菜生産会社）を立案しました。
どうかよろしくお願いいたします。

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

代表社員

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、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 / 商品企画・開発、販路支援、知的財産権 商談・展示会指導、ブランディング

自己 大手商社の営業や商品企画、大手流通団体の商品アドバイザーの経験から市場や流通に精通しており、出口ありき
ＰＲ の売れる商品づくりやブランディングを得意としております。NICOのアドバイザーとして12年間、多くの事業者を
支援して参りました。出口を見据えた戦略を進めることで売上も確保でき、事業として継続できると存じます。

⑫ 鈴木 将（すずき しょう）
所属 ／ 有限会社

長岡市

寿々龍（SUZUGROUP）代表取締役

専門分野 ／ 飲食サービス

商品開発

衛生管理

オーナーシェフ

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 ／ 飲食店経営支援、メニュー開発、新商品開発、パッケージ・パンフレットデザイン

自己
ＰＲ

産地のものがより魅力的に伝わるように商品を開発できるお手伝いを。
飲食店やシェフだからこそできることを応援します。

⑬ 関本 大輔（せきもと
所属 ／株式会社

だいすけ）

アドハウスパブリック

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／ にいがた雪室ブランディングディレクター・事務局長、新潟市異業種交流研究会理事長
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
ＰＲ

自社のつくった農産物を新たなビジネスとして展開する６次産業化は、農業経営者にとって今後なお可能性の
ある事業と感じています。自分たちのこだわりの製品を、喜んで貰う人の元へ届け、生業とすることがビジネ
スの基本です。農家の皆さんが６次産業化を行い、自分たちらしいサービスを世の中へ発信していくことが、
これからの時代にもたらす影響は大きいと思います。

⑭ 手塚 貴子（てづか たかこ）
所属 ／有限会社

フルーヴ

専門分野 ／商品企画

代表取締役

／

販路開拓、広告・宣伝

新潟市西蒲区
旅する食べる通信
ブランディング

編集長

食品表示

通信販売

農業観光

主な資格等 ／ 日商簿記２級、専門社会調査士、旅行サービス手配業務取扱管理者
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

プランナーの派遣基準の変更により進捗状況や結果まで関わることが可能になるので、結果を確認し、強み弱
みを明確にすることが次へのステップにつながります。真摯に６次産業化に取り組む農家さんのため、これま
でのように寄り添いながら、少し厳しく指導アドバイスを行い、一緒に未来へ続く道を考えたいと思います。

⑮ 西巻 由歌（にしまき
所属 ／一般社団法人

ゆか）

宮城県仙台市

全国農産物ブランディング協議会

専門分野 ／ ブランド化

新商品開発企画支援

代表理事

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

私は2006年から地域プランナーとして活動し、様々な機関、生産者さんと連携し取り組みを進めてきました。
特に、農林水産物の生産者さんの技術等の特徴や強みを分析し、付加価値を強化したブランディングや販売の
仕組み作り及び新規販路開拓を得意とし、市場の変化と生産者さんの置かれた環境に合わせた柔軟な販売戦略
を考え、具体的な道筋を作り、売上、利益向上の結果を出すことを目指した経営改善指導を行います。

⑯ 平本 勝（ひらもと
所属 ／ 日本貿易振興機構

まさる）

新潟市中央区

新潟貿易情報センター（ジェトロ新潟）貿易投資アドバイザー

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 ／ ジェトロ貿易投資 アドバイザー
主な派遣実績 ／ 精米輸出の実践指導

自己
ＰＲ

海外経験に基づいた情報網を駆使し「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。
農業に注力することが、国民の安全と幸福を維持し、国の発展を促進させると信じ、サポートしていきます。

⑰ 福地 祐治（ふくち
所属 ／ 株式会社

ゆうじ）

千葉県千葉市

生活品質科学研究所

専門分野 ／ 食品表示・衛生法規
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

食品表示法では、栄養成分表示の義務化、原料原産地表示の義務化など必要な表示事項が増え、規定が複雑化
し、６次産業化の事業者の方が表示に関する規定を理解し、適切な食品表示をすることが困難になっています。
事業者の方が正しく表示を行い、消費者に安心して商品を購入していただけるよう、支援したいと思います。

⑱ 古田 道夫（ふるた
所属 ／ 一般社団法人

みちお）

県央研究所

新潟市江南区

理事

専門分野 ／ 青果物の流通・利用技術

食品加工技術及び衛生管理技術等

主な資格等 ／ 農芸化学博士
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

スローフードとか地産地消とか言っても、農業者にとっては儲からなくては長続きしません。生産物に付加価
値を付け、利益を生み出す手段の一つが加工品の製造・販売です。生産者の皆さん、是非一緒に加工に挑戦し
てみませんか。加工技術や知識、新商品開発のノウハウ等の指導、お引き受けします。

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・開発

販路開拓

商品デザイン

千葉県柏市
代表
ブランディング

経営分析

農業観光

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

農産物生産の安定化と加工品やサービスの差別化を図るために、支援対象の経営者が持つ理念、地域の自然環
境（気候・風土、地形、土壌、水利など）、既存及び新しい技術（品種、栽培、加工、流通）などのシーズを
活かしてニーズに応える農業マーケティングの考えに基づくコンサルを行い、持続性のある経営を実現します。

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、HACCP伝道師、アグリパーク講師
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 公的支援機関で年間500件以上の相談実績があり、地域資源の掘り起こし、原料の生産計画から市場設定、商品
開発企画、製造、販売、流通までの一貫した支援を行い、利益の出る仕組みを作ります。
ＰＲ 経営が安定し事業発展につながるよう、将来を見据えた多方面からの支援をいたします。

㉑ 円山

広克（まるやま

所属 ／にいがた共創株式会社

ひろかつ）

新潟市北区

代表取締役

専門分野 ／ 販路開拓、広告宣伝、飲食店運営等サービスの提供、農福連携、他事業者との連携
主な資格等 ／ 農産物流通コーディネート、農福連携支援、地産地消推進、飲食店連携
主な派遣実績 ／ 令和3年5月27日 プランナー登録

自己
ＰＲ

６次産業化で良い商品ができたとして、それを流通に乗せて販売に結びつけるにはまだまだハードルが高く、
軌道に乗せるためにはこの「流通」と「販売」がうまくいくかどうかにかかっていると思います。皆さんと一
緒にこの課題と向き合って行きたいと思います。

㉒ 武藤 勝行（むとう

かつゆき）

所属 ／ 武藤中小企業診断士事務所
専門分野 ／ 経営分析・管理

新潟市南区

所長

雇用・人材育成

販売店運営

販路開拓

ブランディング

品質管理

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

６次産業化に取り組む農林漁業者の経営改善戦略の策定及び実行に向け、今までの経験を活かし、よりわかり
やすく、容易に実践可能な支援を目指します。継続した成長を図るため、職務遂行の中に人材育成を組み入れ
ることを提案します。目標達成のための伴走型経営改善支援を行います。

㉓ 山岸 拓真（やまぎし たくま）
所属 ／加治川さくらピクニック
専門分野 ／ 商品企画・開発

新潟市中央区

プロデューサー

販路開拓

広告・宣伝

農産物直売所

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 ／ 農産物直売所指導、飲食店開業サポート、三条市下田地区地域商品開発

自己
ＰＲ

私はモノではなく地域の文化に着目した商品づくりを信条としております。利便性の高くなった現代では多種
多様なモノであふれ、商品としての差別化が難しい時代です。商品に地域の文化を掛け合わせることでブラン
ディングしていきます。意欲ある農林漁業者の皆さまが主体となって６次化に取り組めるよう支援いたします。

㉔ 柳沼 陽介（やぎぬま ようすけ）
所属 ／ 山から株式会社
専門分野 ／ 農産加工

東蒲原郡阿賀町

代表取締役／パンとおやつ 奥阿賀コンビリー
商品企画・開発

販路開拓

品質・生産管理

代表

ブランディング

農福連携

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 ／ 新商品開発、加工技術支援、営業・販売戦略、販路開拓

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とても重要です。一次加工技術から商品開発、
デザイン戦略、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伴走型
で支援させていただきたいと考えております。

㉕ 吉田 育子（よしだ
所属 ／ 新潟調理師専門学校
専門分野 ／ 商品開発

いくこ）

新潟市中央区

学院長

加工技術

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

〃

