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「地域商社協議会西日本 ver.＠岡山」を開催します。
中国経済産業局では、近畿経済産業局及び四国経済産業局とともに、近年、地域の産品等の販
路開拓の司令塔として注目を集める地域商社について、スタートアップ・レベルアップの支援や、
地域の中核企業となる先進的な地域商社の育成に取り組んでいます。
この度、この取組の一環として、１２月３～４日に岡山県岡山市において「地域商社協議会西
日本 ver.＠岡山」を開催し、『地域商社を成長・スケールさせるための方法』をテーマとして、
失敗しないための需要予測の仕組み、大企業等他社との連携の仕方、資金調達などに関する情報
提供や意見交換を行い、地域商社の円滑な立ち上げや、地域商社同士の連携による効果的な販路
開拓を図ります。
※地域商社とは、農産品、工芸品など地域に眠る魅力ある産品やサービスの販路を、生産者に代わって新たに
開拓し、市場から従来以上の収益を引き出す役割を担うもの。

１．開催日時及び場所
日時：＜協 議 会＞平成 30 年 12 月 3 日（月曜日）12 時 45 分～18 時 10 分（開場 12:15）
＜現地視察＞平成 30 年 12 月 4 日（火曜日） 8 時 30 分～16 時 00 分（予定）
場所：オルガホール
住所：岡山県岡山市北区奉還町 1-7-7 オルガビル地下 1 階
２．内容
『地域商社を成長・スケールさせるための方法』をテーマとして、失敗しないための需要予
測の仕組み、大企業等他社との連携の仕方、資金調達などに関する情報提供や意見交換を行い
ます。
詳しくは、別紙案内チラシを御覧ください。
３．対象
地域商社に関心をお持ちの方ならどなたでも参加できます。
４．定員
150 名程度
５．参加費
無料

【問い合わせ先】
中国経済産業局産業部経営支援課
担当：神田、仲谷
TEL：（０８２）２２４－５６５８（直通）

地域商社協議会西日本ver.＠岡山
開催のお知らせ
中国経済産業局では、近畿経済産業局及び四国経済産業局とともに、スタートアップ段階の地
域商社に対する支援や既存の地域商社のレベルアップのための支援を行い、地域の中核企業とな
る先進的なコンパクト型地域商社の育成に取り組んでいます。この取組は、近畿・中国・四国地
域を中心に「地域商社の販売先を小売量販店に想定」していることを特徴としています。
※コンパクト型地域商社とは、大規模流通の市場流通と小規模流通の地域直売所流通の中間に位置する地域内中規模流
通を行う地域商社であり、地域内の生産者と地域内の小売量販店を最短距離で結ぶ販路開拓を行うことで、生産者に代
わって従来以上の利益を引き出す役割を担うもの。

この取組の一環として、１２月３～４日に岡山県岡山市内において「地域商社協議会西日本ver.
＠岡山」を開催し、『地域商社を成長・スケールさせるための方法』をテーマとして、失敗しな
いための需要予測の仕組み、大企業等他社との連携の仕方、資金調達などに関する情報提供や意
見交換を行い、地域商社の円滑な立ち上げや、地域商社同士の連携による効果的な販路開拓を図
ります。
ご多用中、誠に恐れいりますが、さらなるレベルアップを図る既存の地域商社の方々、これか
ら地域商社を立ち上げようとしている方々、地方自治体の地方創生推進交付金等のご担当者や支
援機関におかれては、万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

【実施概要】
≪地域商社協議会西日本ver.≫
◆日時：協議会 2018年12月3日（月）12：45～18：10（開場12：15）
岡山現地視察
12月4日（火） 8：30～16：00（予定）
◆場所：オルガホール
〒700-0026岡山県岡山市北区奉還町1-7-7オルガビル地下1階
☎086-256-7244
◆協議会内容：別紙参照
◆主催：中国経済産業局

◆共催：近畿経済産業局, 四国経済産業局
◆後援：一般社団法人中国経済連合会
◆終了後、交流懇親会を会費3,000円で予定しております。

【お申し込み方法】

申込締切日は、11/30(金)12：00まで

地域商社協議会西日本ver.お申込みフォームよりお申し込みください
http://www.hyouryuu.co.jp/mailform/kouryuu_form.html
※おひとりずつの事前申し込みをお願いいたします。

お問合せ：地域商社協議会西日本ver.事務局（有限会社漂流岡山内）
e-mail:fruits@hyouryuu.co.jp 営業時間：月～金 10:00～18:00

【協議会内容】
＜第一部＞
１２：４５－
（５分）

開会挨拶
中国経済産業局

１２：５０―
（４０分）

基調講演『地域商社による農業活性化の動き（仮）』
(株)日本総合研究所 創発戦略センター エクスパート 三輪 泰史

１３：３０―
（１５分）

報告①『全国版地域商社協議会の活動について
・新しい地域商社の事例報告 』
ふるさと名品オブザイヤー実行委員会 幹事長 佐竹 正範

１３：４５－
（４０分）

報告②『地域商社自走の秘訣・儲かる地域商社の作り方』
(有)漂流岡山 代表取締役 阿部 憲三、佐々木 久美子

１４：２５－
（１５分）

報告③『その後の東近江あぐりステーション(東近江市の地域商社）
12/1いよいよイオンの売場スタート!!』
(株)東近江あぐりステーション 代表取締役 松井 茂光

１４：４０－

休憩(１５分間）

＜第二部＞
１４：５５－
（１００分）

トークセッション
『地域商社の理想と現実・今後成長する地域商社の在り方は』
(株)日本総合研究所 創発戦略センター エクスパート 三輪 泰史
(有)マイティ千葉重 代表取締役 千葉 大貴 （取組説明２０分）
(株)浅井農園 代表取締役 浅井 雄一郎
（取組説明２０分）
(株)クロスエイジ 代表取締役 藤野 直人
コーディネーター：（有)漂流岡山 代表取締役 阿部 憲三

１６：３５－
（６０分）

少人数セッション
※内容は別紙参照

１７：３５－
（２５分）

地域商社に関する施策等の情報提供
金融機関、経済産業省等（調整中）

１８：００－
（１０分）

クロージングトーク

１８：１０

終了

１８：３０

懇親会（希望者のみ、会費3,000円にて開催）

【少人数セッション】
■参加を希望する少人数セッション
今回は以下の地域商社事業プロデューサー及びパネリストの方のうち
この方のセッションに参加してみたいというご希望を、お申込みフォーム
解答欄に該当番号でご記入ください。
≫ぜひこの方にとお考えの方は第１希望のみをご記入ください。
≫複数関心がある方がいる場合は

1）～3）の別にこだわりなく複数

ご記入ください。よくわからないという場合は記入なしで結構です。
≫今後の調整によっては、追加や取りやめがありうる点はご了承ください。

①

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター

エクスパート

三輪 泰史

「いま求められている地域商社の役割は・これから進むべき地域商社のあり方」
②

ふるさと名品オブザイヤー実行委員会

幹事長

佐竹 正範

「地域とDMO・全国の成功事例より」

③

有限会社漂流岡山

代表取締役

阿部 憲三

「地域商社スタートアップへの勘どころ・まずはこれから手を付けよう」
④

東近江市 農林水産部 農業水産課 地域商社支援室
/(株)東近江あぐりステーション

代表取締役

松井 茂光

「自治体とJAと地域商社の関係構築はどうすべきか」
⑤

株式会社クロスエイジ

代表取締役

藤野 直人

「量販店に求められている地域資源・あなたの街の地域資源はこうやって売れ」
⑥

有限会社マイティー千葉重

代表取締役

千葉 大貴

「地域商社と大企業とのコラボレーション・そして大きなうねりを作る方法は」
⑦

株式会社浅井農園

代表取締役

浅井 雄一郎

「最先端の農産物・生産と流通の今、そしてこれから求められているもの」

【現地視察内容】

◆日時：2018年12月4日（火） 8：30～16：00（予定）
◆主催：地域商社協議会西日本ver.事務局
◆集合解散：JR岡山駅西口ロータリー
◆定員：先着50名
◆費用（実費）：バス代は無料。
訪問先での実費（昼食代等）は
1,500円/人を予定しております。
◆メニュー：漂流岡山の事例研究を中心にその取引先等を
まわります。

・漂流岡山（岡山市北区大元）にて現場視察
コンパクト型地域商社の現場を見ながらの説明
また発注・集出荷オペレーションを見ていただきます。

・イオンスタイル岡山

漂流岡山コーナー視察

・十字屋ファーム現場視察および事例報告
地域商社に向けた10万玉のレタスを計画生産・出荷、
反収79万円の現場を見ていただきます。

オルガホール アクセス
〒700-0026岡山県岡山市北区奉還町1-7-7オルガビル地下1階
◆電車をご利用の場合
JR「岡山駅」下車－徒歩7分程度
◆お車をご利用の場合
『岡山インターチェンジ』より車で15分
お車でお越しの方は、お時間に余裕をもってお越しください。
駐車場のご案内
・オルガホール駐車場（有料・64台）
（※車高1メートル55センチ以上のお車はご利用できません）

・岡山駅西口パーキング（有料・400台）

オルガホール

岡山駅西口パーキング

岡山駅
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