
平成２３年度農商工連携等人材育成事業　研修カリキュラム

〇講義研修(１１日/３３時間：２２単位)　内　必須単位：６日/１８時間：１２単位

場　所 区分 研修項目 テーマ 研修内容 講　師
時間数

（H）

単位数
(3H/

2単位)

1 平成２３年７月２１日(木） 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 開講式 オリエンテーション 研修概要について 1.研修概要について

※必須科目 本館１階第７研修室 講義研修 農商工連携支援施策 農商工連携の意義と研修のねらい 1.農商工連携の意義と研修のねらい 中小企業基盤整備機構北陸支部 1.5

2.農商工連携に係る支援策 大塚　耕太郎

3.農商工連携の現況と課題 株式会社ＫＯフードテック代表取締役

15:00～16:30 農商工連携の支援制度について 1.石川県の支援制度について 石川県産業創出支援機構　 1.5

2.県内の農商工連携事例について 地域振興部産業化資源活用推進課

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　中出伝一 2

2 平成２３年７月２８日(木） 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 講義研修 実践事例 農商工連携事例に学ぶ 1.新しいスタイルの農業 株式会社　ぶどうの木 1.5

新館５階第１３研修室 2.商品づくりのテーマとブランドづくりの方法 取締役社長 本 昌康

15:00～16:30 農業分野 農産物の生産技術について 1.高糖含量果実の生産用シュートヒータの開発 石川県立大学生物資源環境学部生産科学科園芸学 1.5

教授　加納　恭卓　 2

3 平成２３年８月４日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 講義研修 商品開発 新商品開発について 1.商品開発に向けた組織作り 株式会社ブランド総合研究所 3

本館３階第５研修室 2.連携による商品内容の決定(コンセプト、パッケージ、価格等) 代表取締役　 田中 章雄 2

4 平成２３年８月２５日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 講義研修 ブランド戦略 地域ブランドの開発について 1.地域資源の把握と発掘 株式会社ブランド総合研究所 3

新館５階第１３研修室 2.地域における市場規模と販路先について 代表取締役　 田中 章雄 2

5 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 講義研修 流　通 つくり手、売り手、買い手をつなげる 1.「いいものプロジェクト」見える、連携マーケティング 有限会社良品工房 1.5

新館５階第１３研修室 ～地域商品の流通～ 2.｢ニッコリーナ｣を開店してさらに見えてきたこと 代表取締役　白田典子氏

15:00～16:30 講義研修 実践事例 農商工連携事例に学ぶ 1.地域資源を活用した能登塩サイダーの開発  株式会社Ａｎｔｅ 1.5

(企画デザインからのアプローチ) 代表取締役　　中巳出　理 2

6 平成２３年９月２２日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 講義研修 食品衛生･表示 信頼される食品安全管理 1.衛生検査・鮮度保持 有限会社食品環境研究センター 3

新館５階第１３研修室 2.食品のﾄﾚｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨの活用 取締役　新蔵　登喜男 2

7 平成２３年１０月６日(木） 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 講義研修 流　通 商品の買い手・売り手の目線 1.売り手バイヤーから見た売れる商品づくり 株式会社阪急阪神百貨店　阪急百貨店販売促進部　 1.5

新館５階第１３研修室 (流通からのアプローチ) 店内催事計画部長　薬師寺雅文

15:00～15:45 バイヤーが語る地域商品の目線 1.百貨店の地域商品に対する考え方 株式会社金沢名鉄丸越百貨店 0.75

(流通からのアプローチ) 食品・レストラン部長　安田育夫

15:45～16:30 バイヤーが語る地域商品の目線 1.スーパーの地域商品に対する考え方 0.75

(流通からのアプローチ) 　　　交渉中 2

8 平成２３年１０月２０日(木） 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 講義研修 実践事例 農商工連携事例に学ぶ 1.米発酵技術を活かした化粧品・健康食品の商品開発 株式会社福光屋 1.5

新館５階第１３研修室 (加工業者からのアプローチ) 研究開発部長　松井圭三

15:00～16:30 2.五郎島金時を活用した商品開発と販路開拓 有限会社かわに 1.5

(農業者からのアプローチ) 代表取締役社長　河二　敏雄 2

9 平成２３年１１月１０日(木） 13:30～14:15石川県地場産業振興センター 講義研修 商品開発 サークルＫサンクスの地域戦略 1.サークルＫサンクスの農商工連携事例 株式会社サークルＫサンクス商品本部北陸地区 0.75

新館５階第１３研修室 バイヤー　中川　洋介

14:15～15:00 実践事例 農商工連携事例に学ぶ 1.サークルＫサンクスとのMOTプロジェクト 株式会社 オハラ 0.75

2.じわもんおかきの商品開発と販路開拓 代表取締役社長　小原　繁

15:00～16:30 知的財産 農商工連携に関する知的財産権 1.農商工連携で関連する知的財産権(特許、商標等) みさき国際特許事務所代表 1.5

2.知的財産権の取得・活用 弁理士　横井 敏弘 2

10 平成２３年１１月２４日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 講義研修 デザイン 商品パッケージ作成の基本と考え方 1.パッケージデザインの目的・作成手法・心理学 株式会社ケイアイデザイン 3

新館５階第１３研修室 2.ネーミングの重要性 代表取締役　高屋喜久子 2

11 平成２３年１２月８日(木） 13:30～15:00石川県地場産業振興センター 講義研修 商品開発 セブンイレブンの地域戦略 1.地域農・水産物を活用した商品開発 株式会社セブンーイレブン・ジャパン商品本部北陸地区 1.5

新館５階第１３研修室 マーチャンダイザー　若井　祐介

15:00～16:30 商品知識 得意とする県内の加工技術・加工商品 1.加工技術、加工商品の取り扱い等について 株式会社北陸経営経営支援部課長 1.5

2.取り扱いロットと単価 中小企業診断士　山岸康也 2

開催日時

平成２３年９月８日(木）



〇ロールプレイング研修(９日/２７時間：１８単位)　内　必須単位：５日/１５時間：１０単位

場　所 区分 研修項目 テーマ 研修内容 講　師
時間数

（H）

単位数
(3H/

2単位)

1 平成２３年８月１１日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品開発企画について① 1.商品開発のプロセスについて 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～商品開発企画～ 2.商品開発の企画書作成（フレームワーク） 代表　赤須治郎 2

2 平成２３年９月１日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品開発企画について② 1.開発素材に関する情報の整理と分析（ワークショップ） 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～情報収集分析～ 2.商品開発の問題整理と課題の抽出（ワークショップ） 代表　赤須治郎 2

3 平成２３年９月１５日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品開発企画について③ 1.試作品のアイディア発想（ワークショップ） 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～アイディア発想～ 2.試作品の構想（ワークショップ） 代表　赤須治郎 2

4 平成２３年９月２９日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品開発企画について④ 1.試作品企画書のプレゼンテーション 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～試作品のしぼりこみと試作依頼～ 2.試作品のしぼりこみ 代表　赤須治郎

3.加工業者へのオリエンテーション 株式会社メープルハウス

ディレクター　中村英子 2

5 平成２３年１０月１３日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品試作について① 1.加工業者によるプレゼンテーション（1回目） 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～試作品プレゼンテーション～ 2.受講者による評価、改善提案、改善指示 代表　赤須治郎

3.デザイン企画書の作成(ワークショップ) 株式会社メープルハウス

ディレクター　中村英子 2

6 平成２３年１０月２７日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 商品試作について② 1.加工業者によるプレゼンテーション（２回目） 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～試作品プレゼンテーション～ 2.受講者による評価、試作品決定 代表　赤須治郎

3.デザイナーへのオリエンテーション 株式会社メープルハウス

ディレクター　中村英子 2

7 平成２３年１１月１７日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 パッケージデザインについて 1.デザイナーによるプレゼンテーション 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～デザインのプレゼンテーション～ 2.受講者への評価、デザインの決定 代表　赤須治郎

3.モニター調査の計画立案とコスト計算の完成 有限会社ビービーオー

代表取締役　道井英雄 2

8 平成２３年１２月１日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 モニター調査について 1.モニター試食によるヒアリングアンケート調査 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～試食アンケート調査～ 代表　赤須治郎 2

9 平成２３年１２月１５日(木） 13:30～16:30石川県地場産業振興センター 演　習 評価と分析 1.モニター調査結果報告 赤須企画事務所 3

新館５階第１３研修室 ～実施結果報告～ 代表　赤須治郎 2

閉講式 修了証書授与 修了証書授与

〇実地研修(２日/１２時間：４単位)　内　必須単位：１日/６時間：２単位

場　所 区分 研修項目 テーマ 研修内容 講　師
時間数

（H）

単位数
(3H/

1単位)

1 平成２３年９月１６日(金） 9:00～12:00 金沢市岩出町ハ50-1 実地研修 企業視察 葡萄園からのビジネスモデル 1.葡萄園及び敷地内施設見学 株式会社　ぶどうの木 3

2.一本のぶどうの木からのビジネス展開 取締役社長 本 昌康 1

2 13:00～16:00 白山市橋爪町104 実地研修 企業視察 六星の6次産業化 1.六星の過去、現在、未来 株式会社六星 3

2.生産と加工、販売手法とその実践について（見学等） 代表取締役　軽部英俊 1

3平成２３年１０月１４日(金） 9:00～12:00 河北郡津幡町太田へ35 実地研修 企業視察 規格外を活用したビジネスモデル 1.じわもんおかきの製造と販売（見学等） 株式会社 オハラ 3

2.五郎島金時焼き芋ﾍﾟｰｽﾄ開発と販売（見学等） 代表取締役社長　小原　繁 1

4 13:00～16:00 白山市白山町レ122-1 実地研修 企業視察 地域組合と農商工連携 1.白山麓の農産物を活かした商品開発について しらやまさん表参道振興事業協同組合 3

2.おはぎ茶屋の見学(見学等） 参与　辻　貴弘 1

開催日時
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レイング

ロールプ
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ロールプ
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開催日時
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