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平成25年9月25日 
各 位 

 西日本シティ銀行 
 
 
 

「みやざきフードビジネス成長産業化プログラム」第4回ならびに第5回セミナーの 

受講者募集について 

西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、中期経営計画「New Stage 2011～元気よく～」に掲げる

“地域への貢献 地場産業育成”の一環として、宮崎地区における6次産業化の推進およびフードビジネ

ス振興への寄与を目的に「みやざきフードビジネス成長産業化プログラム」を、7月4 日より開催して

おります。 

本プログラムは、全6回のセミナー・商談会を通じて、宮崎地区の農林漁業者の皆さまに6次産業化

の取組過程において求められる、商品企画・開発、流通・販売に関する知識習得・スキルアップ、およ

び小売業者等に向けた販路開拓の機会を提供するものです。 

本日より第4回「金融・海外進出」ならびに第5回「プレゼンテーションスキルアップ」のセミナー

受講者を募集いたしますので下記のとおりお知らせいたします。 

記 

1.プログラムの概要 

名 称 みやざきフードビジネス成長産業化プログラム 

内 容 全6回のセミナー・商談会の開催 ※どの回からでもお申込みいただけます 

実施期間 

平成25年7月~平成26年3月  
 第1回セミナーを7月4日（木）、第2回セミナーを9月20日（金）に開催い

たしました。なお、第3回セミナーの受講者募集は終了しております。 

開催場所 
宮崎市内会場 
 参加人数等により決定し、後日、ご連絡いたします。 

参加対象 6次産業化にご関心のある宮崎地区の農林漁業者 

定 員 

セミナー1回あたり30名（1社につき2名まで） 

 聴講をご希望のプログラムにお申し込みください。 
 応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 
 第6回商談会の定員については平成25年12月頃お知らせする予定です。 

参加費用 セミナー1回あたり1,000円／人 （第6回商談会は別途参加費が必要です。） 

主 催 西日本シティ銀行 

共 催 
株式会社NCBリサーチ&コンサルティング、株式会社ぐるなび、 

日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター 

後  援 
九州農政局、九州農業成長産業化連携協議会、公益社団法人日本農業法人協会、 

一般社団法人宮崎県農業法人経営者協会、独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部 

中期経営計画「New Stage 2011~元気よく~」 

“地域への貢献 地場産業育成” 
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2.全6回セミナー・商談会の内容 

 日程 テーマ 講演内容 

第1回 
7月4日（木） 
【開催済】 

開講式・ 

キックオフセミナー 

◇私が考える6次産業化のモデル 
講師：公益社団法人日本農業法人協会  

前会長 松岡 義博 氏 
◇農林漁業成長産業化ファンドの概要について 
 講師：株式会社農林漁業成長産業化支援機構 投融資本部  

本部長 岸 憲正 氏 

第2回 
9月20日「（金） 
【開催済】 商品企画・開発 

◇地域資源を活用した農業ビジネス 
講師：有限会社ハーバルサンケイ 

代表取締役社長 山田 智子 氏 
◇売れ筋商品から学ぶ商品開発のポイント 
講師：イオン九州株式会社 産地開発部  

部長 立石 弘司氏 
◇イオンの品質管理（表示と衛生） 
講師：イオン九州株式会社 人事総務本部  

お客さまサービス部 品質管理グループ 加納 弘 氏 
 

 

第3回 
10月18日（金） 
【募集終了】 広告戦略・販売促進 

◇地域産品のネットショップ活用法 
講師：株式会社47CLUB  

コンサルティングチームリーダー 黒石 英男 氏 
◇PR文作成講座&デジカメ撮影基本講座 
講師：ぐるなび大学 講師 リーダー 坂本 克彦 氏 

第4回 11月13日（水） 金融・海外進出 

◇農林漁業者向け決算書講座 
講師：飯田三和税理士事務所  飯田 三和 氏 

◇香港向け輸出実務・現地動向 
講師：日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター 

アドバイザー 霍見 憲治 氏 

第5回 2月21日（金） プレゼンテーション 

スキルアップ 

◇商談成約率向上のポイント～小売編～ 
 〇販路開拓の基本的な考え方と商談手法 
講師：ITOU企画  代表  伊東 正寿 氏 

◇商談成約率向上のポイント～外食編～ 
  〇飲食店の仕入れ事情～飲食店の現場から～ 
講師：株式会社epoc  取締役副社長 吉田 孝敬 氏 

第6回 
3月 

（日程調整中） 小売業者等との商談会 
‐百貨店・スーパー・コンビニエンスストア等バイヤーとの

商談会 
※第6回商談会の詳細は平成25年12月頃当行ホームページにおいてお知らせする予定です。 

3.受講申込方法・申込期限 

【第4回、第5回 セミナー】 

申込方法 

受講申込書を西日本シティ銀行 法人ソリューション部までご提出ください。 
【住所】〒812-0011福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号 
【FAX】092-476-2749 

申込期限 平成25年10月31日（金） 

【第6回商談会】 

申込方法 
平成25年12月頃、当行ホームページにおいてお知らせする予定です。 

申込期限 

以上 

本件に関するお問い合わせ先 
法人ソリューション部 山中・磯 TEL092-476-2747 

今回の募集内容 



~みやざきフードビジネス成長産業化プログラムのご案内~~みやざきフードビジネス成長産業化プログラムのご案内~

日程 テーマ 時間 講演内容・講演者

第1回
7月4日

（木）

キックオフセミナー

【開催済】

14:00~15:40
-私が考える6次産業化のモデル
（公益社団法人日本農業法人協会 前会長 松岡 義博氏）

15:55~16:40 -農林漁業成長産業化ファンドの概要について
（株式会社農林漁業成長産業化支援機構 投融資本部 本部長 岸 憲正氏）

第2回
9月20日

（金）

商品企画・開発

【開催済】

13:00~14:40
-地域資源を活用した農業ビジネス
（有限会社ハーバルサンケイ 代表取締役社長 山田 智子氏）

14:55~16:55

-売れ筋商品から学ぶ商品開発のポイント
（イオン九州株式会社 産地開発部 部長 立石 弘司氏）
-イオンの品質管理（表示と衛生）
（イオン九州株式会社 人事総務本部 お客さまサービス部
品質管理グループ 加納 弘氏）

第3回
10月18日

（金）

広告戦略・販売促進

【募集終了】

14:00~15:40
-地域産品のネットショップ活用法
（株式会社47CLUB コンサルティングチーム リーダー 黒石 英男氏）

15:55~17:25
-PR文作成講座&デジカメ撮影基本講座
（ぐるなび大学 講師 リーダー 坂本 克彦氏）

第4回
11月13日

（水）
金融・海外輸出

13:00~14:40
-農林漁業者向け決算書講座
（飯田三和税理士事務所 飯田 三和氏）

14:55~16:10
-香港向け輸出実務・現地動向
（日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター アドバイザー 霍見 憲治氏)

第5回
2月21日

（金）

プレゼンテーション

スキル

14:00~15:40
-商談成約率向上のポイント~小売編~
販路開拓の基本的な考え方と商談手法
（ITOU企画 代表 伊東 正寿氏）

15:55~17:25
-商談成約率向上のポイント~外食編~
飲食店の仕入れ事情~飲食店の現場から~
（株式会社epoc 取締役副社長 吉田 孝敬氏）

第6回 3月
流通業者等との

商談会
詳細未定 百貨店、スーパー、コンビニエンスストア等との商談会

平成25年7月4日~平成26年3月下旬

◆主 催：西日本シティ銀行

共 催：株式会社NCBリサーチ&コンサルティング・株式会社ぐるなび・日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター

後 援：九州農政局・九州農業成長産業化連携協議会・公益社団法人日本農業法人協会・一般社団法人宮崎県農

業法人経営者協会・独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部

受講申込書のご注意事項をご確認のうえお申し込みください
申込
方法

“みやざきフードビジネス成長産業化プログラム“は、宮崎地区の農林漁業者の皆様にセミナー・商談会の開催を通じ、６次産

業化の取組過程において求められる商品企画・開発や流通・販売に関する知識習得・スキルアップを図っていただくことを目的
に開催するものです。是非、本プログラムへの参加をご検討ください。

開催概要について（予定）

西日本シティ銀行主催

第2~5回セミナー：1回あたり1,000円／人

第6回商談会：未定

宮崎市内会場

（参加人数等により決定いたします）
会場

第2~5回セミナー：各30名（１社2名まで）

第6回商談会：30社程度予定
定員

会期
宮崎地区の6次産業化にご関心のある

農林漁業者の方

参加
対象

プログラム内容（予定）

～ご注意事項等～
※第6回商談会について
商談先バイヤーについては、本プログラム受講者の皆様からのアンケート等により今後選定させていただく予定です。
会場、参加費用等詳細はバイヤー数および商談希望者数の規模により決定いたします。
詳細については平成25年12月頃、当行ホームページ・DM発送等によりご案内させていただきます。

参加
費用

参加者募集中

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。



みやざきフードビジネス成長産業化プログラム 講演者紹介みやざきフードビジネス成長産業化プログラム 講演者紹介

第
１
回

公益社団法人日本農業法人協会
前会長 松岡 義博氏（株式会社コッコファーム会長）
昭和44年（当時20歳）、400羽の養鶏を開始。養鶏業の

6次産業化に取組み、現在、年商29億円（23年度実績）
の事業規模に発展。
観光バナナ園やレストラン”健食館”の運営、農業を志す
方の学びの場“実農学園” 開設により新規就農等を多
面的に支援。

2007年全国農業コンクールグランプリ 農林水産大賞・
毎日農業大賞受賞、フードアクションニッポンアワード
2009優秀賞受賞。

株式会社農林漁業成長産業化支援機構

投融資本部 本部長 岸 憲正氏

1996年東京大学法学部を経て広島県庁入庁。

2006年から日本政策金融公庫の前身、農林漁業金融公

庫にて政策金融改革及び公庫の経営・業務改革に従事。

2011年から農林水産省 食料産業局 ファンド企画室にて

農林漁業成長産業化ファンド設立を担当。

2013年2月、現職に就任。

有限会社ハーバルサンケイ
代表取締役社長 山田 智子氏
1988年創業、ヨーロッパ産ドライハーブティを茶店・薬店
へ販売スタート。

1990年、「Fit Veg System」として全国の農家さんと契
約して、食材をホテル・レストラン・食品メーカー・商社へ
納品。宅急便による産直納品の先がけになる。
2011年、農産加工品で経営革新事業の承認を受け「博
多豪商」をブランディング、発売。福岡県産業デザイン賞
受賞。
2012年、九州農政局6次化プランナーとなる。
2012年、「博多豪商 武士の台所」で福岡県産業デザイ
ン賞受賞。

イオン九州株式会社
産地開発部 部長 立石 弘司 氏
1970年、ジャスコ（現イオン）株式会社に入社。
兵庫・大阪・京都・奈良エリアにて店舗の食品売場の責任
者を務める。

2007年4月、現職に就任し地産地消・域消を掲げ、九州産
品の取扱や商品開発に取り組み。

イオン九州株式会社
人事総務本部 お客さまサービス部
品質管理グループ 加納 弘氏
1976年、福岡ジャスコ（現イオン九州）株式会社に入社。
農産・畜産等商品管理業務、バイヤー業務を経て食品売
場責任者を務める。

2010年4月、現職に就任し品質管理業務を担当。

株式会社47CLUB

コンサルティングチームリーダー 黒石 英男氏

東京都出身、明治大学卒

伊勢新聞社営業局次長、東京支社長を経て2006年全

国地方紙ECネットワーク事務局（47CLUB設立事務局）

にプロデューサーとして参画。

2008年、株式会社47CLUB設立とともに同社へ移籍。

営業・業務推進等を経て現在は約1,400事業者のネット

ショップ経営に関するコンサルティングを 行っている。

ぐるなび大学 講師 リーダー 坂本 克彦氏

全国の自治体を対象とした地域活性化プロモーションを展

開。（セミナー実績･･･石川県・秋田県・群馬県高崎市・広

島県東広島市・愛媛県・山形県鶴岡市・山形県長井市他）

飲食店起業コンサルティング、サービス業人材育成・経営

コンサルティングに携わる。

第
2
回

第
3
回

第
４
回

飯田三和税理士事務所 税理士 飯田 三和氏

私立上智大学文学部入学・同校卒業、その後民間企業

を経て、平成5年税理士登録、同年「飯田三和税理士事

務所」を開設。

平成7年より宮崎県経営体育成総合支援センタースペ

シャリスト及び宮崎県農業法人経営者協会の顧問に就

任し、県内の農業法人の設立支援および農業者に対す

る税務・経営に関する講演を数多く実施。

平成18年より農林漁業金融公庫の農業経営アドバイ

ザーとして登録されご活躍。

日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
アドバイザー 霍見 憲治氏

1969年より28年間、青果物、農産物、生鮮・冷凍食品、

各種加工食品の海外フォアーディング、海上・航空貨物

の通関業務に従事。

海外代理店との折衝、顧客企業への海外市場調査、

アメリカ食品医薬局(FDA)への申請業務等を含めた幅広

い業務経験を生かし、08年9月より現職にて中小企業を

対象に貿易相談を行っている。

通関士資格を保有、IATAデュプロマ上級コース試験合格。

第
５
回

ITOU企画 代表 伊東 正寿氏
㈱寿屋で11年勤務後、㈱ハローデイ商品部で9年半バ
イヤー業務とマーチャンダイジング・プライベートブランド
商品開発企画を担当。その後、㈱熊本ハローデイで１年
半、常務取締役として経営全般に携わる。
小売業勤務22年を経て、2010年10月流通全般のコン
サルティング事業「ITOU企画」を開業。
流通関連・販路開拓や農商工連携・6次産業化等の講
演セミナー講師実績も多数。
農林水産省委託事業6次産業化プランナー、独立行政
法人中小企業基盤整備機構九州本部地域活性化支援
チーフアドバイザーとしてもご活躍。

株式会社epoc 取締役副社長 吉田 孝敬氏

大手外食企業にて商品、購買、新規事業開発、海外事業

の執行役員を務め、韓国・台湾・タイ・シンガポールにて約

100店の事業責任者として実務を経験。

2012年6月、外食企業の経営コンサルティング事業

㈱epocを共同設立、取締役副社長に就任。

海外進出を目指す外食企業を出店戦略から開業準備、開

業後の業績向上まで支援。

東洋大学国際地域学部 講師としてもご活躍。



－上記の申込内容・受講希望プログラムに必要事項をご記入のうえ10月31日（木）までにご提出ください。

－応募多数の場合は抽選となります。受講申込受付表の発送をもって当選発表に代えさせていただきます。

－受講申込の受付が完了した場合、お申込み担当者様宛てに受講申込受付表をご郵送いたします。

－第6回商談会の詳細（日程・会場・バイヤー等）については平成25年12月頃当行ホームページ・DM発送等によりお知

らせいたします。

－申込人数等の都合により日程・会場等が変更となる場合がございますので予めご了承をお願いいたします。

－申込内容に変更があった場合には恐れ入りますが下記までご連絡をお願いいたします。

－本申込書に記載のお客さまに関する情報はプログラム運営にのみ使用いたします。それ以外の目的に無断で使用

することはございません。

みやざきフードビジネス成長産業化プログラム第4・5回受講申込書

お 社 名

ご 住 所 〒 ―

企 業 概 要
※取扱商品・サービス等をご記入ください

お 申 込 人 数 名

お申込担当者

お名前 所属 （ お役職 ）

ご住所
〒 ―

TEL E-mail

＜金融機関使用欄＞ 【本部受付日： 】

部 長 役 席 担当者

法人ｿﾘｭｰｼｮﾝ部

【問い合わせ・申込書提出先】 担当 ： 西日本シティ銀行 法人ソリューション部 山中・磯

（住所） 〒812-0011福岡市博多区博多駅前1-3-6 （TEL） 092-476-2747 （FAX）092-476-2749

◆申込内容

◆受講希望プログラム ※第6回商談会は別途お申込が必要です。（申込方法は後日発表いたします）

日程 テーマ
申込

希望

参加

人数
参加者名 お役職

第4回
11/13

（水）
金融・海外輸出

①

②

第5回
2/21
（金）

プレゼンテーションスキル

①

②

ご注意事項

申込締切：平成25年10月31日（木）
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