
裏面または県 HP から参加申込書をダウンロードしてお申込ください！

富山県 /富山県商工会連合会 /富山県農業協同組合中央会主　催

開催日

（公財） 富山県新世紀産業機構 ・ 富山県よろず支援拠点 / （独） 中小企業基盤整備機構北陸本部共　催

富山県商工会議所連合会 / 富山県中小企業団体中央会 / 富山県信用保証協会 / （一社） 富山県中小企業診断協会

富山県漁業協同組合連合会 / 富山県森林組合連合会 / （一社） 富山県農業会議 / 富山県生活協同組合連合会

協　力

令和４年２月２１日

時　間 第１部　１０：００～１２：１５ （開場９：３０～）

第２部　１３：１５～１７：００

対　象 農商工連携に取り組む、 興味のある農林漁業者、

中小企業者、 関係機関等

総合司会 スマイルパートナーズ代表　中小企業診断士

石田　智子 氏

第１部

講師

１０：００～ 開会挨拶

１０：２０～１１：１０ 講演会

有限会社良品工房 代表取締役 地域活性化伝道師

白田 典子 氏

消費者の気持ちを動かすことができれば商品は動く！

「いいもの」 から 「買いたくなるいいもの」 へ
売れる商品開発の秘訣

１１：２０～１２：１５ パネルディスカッション

モデレーター

大塚 耕太郎 氏 （富山県よろず支援拠点　コーディネーター　農学博士）

パネリスト

白田　典子 氏 （有限会社良品工房　代表取締役）

谷井　悦子 氏 （ＪＡなのはな女性部　部長）

土井　敦嗣 氏 （ＪＡなのはな営農企画課長）

角　   康平 氏 （マスイチ醸造 ( 株 )　代表取締役）

瀬尾　三礼 氏 （総合カレッジ SEO　富山校長）

第２部

富山国際会議場　２階多目的会議室

富山国際会議場　２階特別会議室

１３：１５～１７：００

バイヤー （予定）

ニッコリーナ エキュート東京店、 地元百貨店、 県内地域スーパー、

富山県生活協同組合連合会、 JA 直売所、 県内 SA、 道の駅等

マッチング商談会

マッチング商談会＆経営相談会参加者大募集！

場　所 富山国際会議場　〒９３０-００８４　富山市大手町１-２

・ 第１部　セミナー （講演会 ・ パネルディスカッション）： ２階多目的会議室

・ 第２部　マッチング商談会 ： ２階特別会議室、 ２０５会議室

・ 第２部　経営相談会 ： ２階２０６会議室
・ 富山駅より徒歩約１５分　 ・ 富山駅より市内電車 「環状線」 で約７分、 国際会議場前下車
・ 富山空港より車で約１５分　 ・ 北陸自動車道富山インターより車で約１０分

広告代理店を退社し、 結婚 ・ 出産を経て、 1994 年

良品工房を設立。 以来、 地域商品にかかわり続ける。 

2001 年、 「商品の価値は消費者がきめる」 の想いから 

「いいものプロジェクト」 をスタートさせ、 独自の方法に

よる地域商品の商品評価、モニター調査などを事業化。 

2010 年には、 産地と消費者をつなぐ 「場」 として、 

首都圏の商業施設内に地域食品を扱う直営店 「ニッコ

リーナ」 を出店。 台所と売場、 両方の経験から 「プロ

の消費者」 として地域の商品づくりに携わるほか、 商業

施設などの食品小売業をクライアントに、 アドバイザー

や売り場づくりの提案もしている。

令和３年度

と
や
ま

富山国際会議場

富山市民プラザ●

オーバードホール●

●フェリオ・富山大和

●富山商工会議所国際会議場前

富山城址公園

●富山市役所●富山県庁

富山駅

農林漁業者と中小企業者の連携で
新たな可能性を広げよう！

農林漁業者と中小企業者、 支援機関がワンチームで、 それぞれの

強みを活かして新商品開発や販路開拓につなげるヒントがここにあり

ます！アドバイザーや農商工連携に成功している事業者、 商品を求めて

いる販売者の生の声を聴き、 さまざまな事業者の方々と異業種交流

や情報交換を行う絶好の機会です。 ぜひお気軽にご参加ください！

本年度は事前調整型 （マッチング方式） 商談会を開催いたします。

詳細はエントリー後に事務局よりメールにてご案内をお送りさせていただきます。

参加者様の情報 ・ 商談商品を来場バイヤーに開示、 商談希望を募り、

時間割に沿って商談を行います。 他、フリー商談の時間も予定しております。

相談内容に応じた専門家による経営相談会も開催しますので、奮ってお申込み

ください。

会場開催

会場開催

オンライン配信

会場開催 オンライン配信

新型コロナウイルス対策を
徹底のうえ開催します

マスク着用、手指消毒液の設置、検温の実施のほか３密を回避して運営しますので安心してお越しください。
なお、新型コロナウイルスの感染状況により、事業の一部または全部中止となる可能性がございます。

会場定員100名

中部経済産業局 電力 ・ ガス事業北陸支局 / 全国商工会連合会後　援

「お客様が買いたくなる地域産品の
商品開発に向けて」

参加
無料！

参加者
大募集

月



株式会社 ジェック経営コンサルタント
富山県富山市湊入船町3-30

〈フォーラム事務局〉

FAX.076-444-1135
076-444-0035TEL.お問い合わせはこちら　

〈担当／第3事業部 小見〉

０７６-４４４-１１３５FAXt.forum@jeckc.comE-mail

参加申込書
令和３年度

とやま農商工連携フォーラム

※一般の方は、氏名のみご記入ください。

〒　　　　　　－

－　　　　　　－ －　　　　　－

ご提供いただいた情報については、 本フォーラムに関するご案内 ・ ご連絡以外にも、 今後県からのご案内に利用させていただく場合がありますので、 その旨ご了承ください。

下記申込書に必要事項をご記入の上、 E-mail または FAX にてお申し込みください。

▼参加希望の欄に〇をつけてください

このフォーラムを何で
お知りになりましたか

※農商工連携にかかる施策活用、商品開発、販路開拓、デザイン活用、
　マッチング支援等の悩みがございましたらぜひこの機会にご相談ください。

※詳細はエントリー後に事務局よりメールにてご案内をお送りさせていただきます。

※詳細は事務局よりメールにて
　ご案内させていただきます。

相談希望の内容

商談希望の内容第２部 マッチング商談会参加希望

経営相談会参加希望

マッチング商談会　事前説明会参加希望　1月28日（金）13：30 ～　会場：

（　 来場 　/　 オンライン 　）

事 業 者 名

ご 担 当 者

所 在 地

電 話

E-mail

申込締切 ： ２０２２年１月２１日 （金）

FAX

資本金

役　職

役　職

役　職

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

E-mail

E-mail

E-mail

主な生産物や

事業内容、商品等

自社の取り組みや

商品のPRポイント

興味のある生産品や加工品、

または希望する販路、加工技術、

施策活用等

（従業員数　　　名）
※必ず記入ください

業種

コロナ対策に係る

重要なお願い

当日は検温のうえマスク着用でご参加ください。

当日発熱等、 風邪の症状がある場合は、 事務局 （TEL ： 076-444-0035） にご連絡の上、 参加をお控えください。

□県案内　　　　  □商工会案内　　　□農協案内　　□新聞　   　□県のHP　　
□商工会のHP　　□農協のHP　　       □県 SNS　　    □その他（　     　　　）

第１部 セミナー・パネルディスカッション参加希望

（株）ジェック経営コンサルタント5F
富山市湊入船町 3-30


