独自の視点や発想で活躍する会員事業者を応援する情報誌
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販路開拓
サポートします！ 自慢の商品の新たな販路を開拓
◎創意工夫と努力と情熱による、自社商品の価値創造ストーリー
◎商品開発の独自の視点、輸出に伴う原産地証明申請・発給の実例
◎育成ショップ＜DOCOREふくおか商工会ショップ＞事業のご紹介
【取 材 協 力】 大衆居酒屋 博多漢塾／千石屋／みずほパック㈱／㈱みいの寿
【情報ページ】 読者アンケート／2022年版 福岡県民手帳

自慢 商品の

販路開拓①

Before

人気メニューを単品商品化
福岡の良いとこどりを全国発信
コロナ禍にも関わらず、毎晩幅広い年齢層の客

特別賞を受賞。この結果に確信を得た北岡さん

が集う
「大衆居酒屋 博多漢塾
（おとこじゅく）
」
。

はスープの商品化を進め、もつと麺をセットに

店主の北岡幸一さんはかつて県青連の会長を、

して販売したところ、全国から注文が相次いだ。

現在は筑紫野市商工会青年部の部長を務めて

令和元年12月、コロナ感染の一報が入るや

いる。今や店の名物となったお土産商品
『博多

いなや、すぐにテイクアウトを始めた。経営

とんこつもつ鍋スープ』
は他ブロックの青年部

革新実行支援補助金が承認され、持続化補助

部員のヒントなどから生まれた。

金
（コロナ型）も採択。濃縮液体スープの開発

きっかけは、元全青連の会長から勧められ

に成功し、SNSを活用してさらなる販路開拓

てエントリーした
「ニッポン全国鍋グランプリ

に取り組んだ。ふるさと納税サイトにも登録

2019」
だった。
「出るからには普通の鍋じゃつ

し、今年3月からはDOCOREショップや、水

まらない」と北岡さんは、ラーメン店を営む

巻町商工会のアンテナショップ、ICOTTO ！

糸島市青年部の部員に相談し、試作と改良を重

MIZUMAKIにも出品中だ。さらにベトナムで

ね、豚骨ベースのもつ鍋スープを3カ月間かけ

の販売も打診されているという。

て作り上げた。福岡のソウルフード、ラーメン

難局にも負けない躍進の要因は、北岡さん
のスピーディーな対応と幅広い人脈による。
「こ

ともつ鍋の良いとこどりである。
開催地の兵庫県姫路市までスープを何百本

のスープは居酒屋、ラーメン店、精肉店、製麺

ものペットボトルに詰めて、車で運んだ。結果

所など小規模事業者の夢と希望が詰まっている

的に、2日間で約2000食を売り上げ、審査員

んです」
と北岡さんは笑顔で語ってくれた。

1

After

2

3

1 パッケージを改良し、郵送に
も適するようコンパクト化した
2 以前はストレートタイプの液
体スープを冷凍発送していたが、
濃縮液体スープに代わって送料
も軽減した 3 もつと麺との
セット商品の人気が高い

大衆居酒屋 博多漢塾
店主 北岡 幸一
筑紫野市
二日市西 1-11-14
Tel：092-515-7779

筑紫野市商工会／経営指導員 重岡 秀明
北岡さんはとにかく情報収集と行動が早く、県青連の会長を務めただけあって、周囲を巻き込む力の強さにも圧倒され、いつも学ばせ
ていただいています。「ニッポン全国鍋グランプリ 2019」には私も青年部の皆さんと一緒に手伝いに行き、とても楽しかったことを覚
えています。鍋だけではなくチャーハンや野菜炒めなどの調味料にも使え、個食にも対応した『博多とんこつもつ鍋スープ』の売り上げ
は伸びる一方で、可能性を大いに秘めた商品です。今後も北岡さんのチャレンジを速やかにサポートできるよう頑張ります。

中小企業のベストパートナー
〜県内中小企業の5割以上に
ご利用いただいています〜

中小企業のベストパートナー
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公的な保証人

中小企業の皆さまが金融機関から
事業資金を借入する際に
「公的な保証人」
となり、
皆さまの資金調達を
サポートします。
お客様相談フリーダイヤル

ニーズに応じた
資金調達が可能

創業資金や事業拡大資金、
経営安定のための資金など、
多様な資金ニーズに
お応えします。

経営支援の
取り組み

中小企業の経営課題に
応じた各種支援を
専門家と一緒になって
取り組んでいます。

お問い合わせ先

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

自慢 商品の

販路開拓②

自ら育てたおいしい米を
安心安全な〝米粉の焼き菓子〟
に
宮若市一帯は古来、米づくりが盛んな地で、

して食べられるよう、グルテンフリー、トラン

現在は町ぐるみで
「宮若米」
のブランディングに

ス脂肪酸フリー、アレルゲン食材
（卵・乳製品・

取り組んでいる。

ナッツ類・小麦・白砂糖など）
不使用といった

その宮若市の 12ha もの広大な農地で米作

厳しい自主基準を掲げて製造している。

りに取り組んでいる平尾孝市さんは
「ふくおか

商工会との縁は
『千石屋』オープン後からと

エコ農産物認証」
を取得した専業農家だ。これ

日は浅いが、これまで経営革新計画の策定や、

までに
「米・食味分析鑑定コンクール国際大会

県のチャレンジ応援補助金や持続化補助金の

都道府県代表お米選手権」
の金賞をはじめ、
数々

申請を支援している。平成30年1月には
「ふく

の受賞経験を持つ、まさに米作り名人である。

おか農と商工の自慢の逸品 展示商談会」
に参

『夢つくし』
など福岡県ブランド米や、食味の

加し、6次化商品コンクールで特別賞を受賞。

高さが評判の
『実りつくし』
など4品種を栽培。

1

DOCOREショップでPR販売も行った。

父の代から古代米の黒米も作り、毎月17日に

「国内の米消費量は年々減少し、米作り農家

太宰府天満宮参道で販売される
「古代米梅ヶ枝

として危機感を感じています。米はごはんだけ

餅」
には、平尾さんの黒米が使われている。

ではなく、米粉にすることでさまざまな食品に

そんな米作り名人の平尾さんが平成29年春

アレンジできる。私が作った米をいろいろな形

にオープンしたのが、米粉を使った焼きドーナ

で楽しんでもらえるよう、これからも千石屋

ツやカステラ、ラスクなどを製造販売する
『千

の〝米粉の焼き菓子〟を充実させていきたい」
と、

石屋』
だ。商品はアレルギー体質の方でも安心

平尾さんは笑顔で語った。

2

3
1 プレーンや紅茶など焼きドー
ナツの種類は多彩 2 素材の風
味とやさしい甘さが魅力
3 コンテストで数々の受賞を重
ねる、平尾さんのおいしい米

千石屋
代表 平尾 孝市
宮若市沼口 66-1
Tel：0949-28-7244
https://sengokuya.jimdofree.com

若宮商工会／経営指導員 南 清和
千石屋さんでは焼きドーナツ専用の天板を使い、製造過程で絶対に他商品の原材料である卵や乳製品に触れない、作業台にも置かない
など徹底した製造管理をされています。個人事業で 6 次化産業に取り組むのは大変なチャレンジですが、平尾社長は課題を丁寧にクリ
アしながら、真摯に事業に取り組まれています。長年おいしい米を作るためコツコツと続けて来られた創意工夫と努力が、米粉の焼き
菓子づくりにもしっかりと生かされています。私も粘り強い支援でお役に立ちたいと思っています。

福岡県の逸品の数々を、全国の皆様にお届けします。

出店中

QRコードから

楽天市場ウェブサイトにて

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。
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自慢 商品の

販路開拓③

モデル商工会のトータルサポートで
『原産地証明』の地元発給を実現
長年、広告業界に身を置いてきた原田稔社

にご相談したのがきっかけです。台帳登録から

長は、専門知識やノウハウ、経験、人脈など、

発給まで親切に対応してくださり助かりまし

多くの〝引き出し〟を持つ、販売促進のプロだ。

た。原産地証明は取引のたびに毎回必要なので、

その貴重なビジネス資産を新たなビジネスに最

地元商工会で発給してもらえるのはとてもあり

大限に活用するため、平成29年6月に設立し

がたいですね」
と、原田社長の評価は高い。
同社が拠点を構えるのは、廃校となった中

たのが、みずほパック株式会社である。
5期目を迎えた同社は、食品パッケージやノ

学校の校舎を活用し、レンタルスタジオの運営

ベルティ等の企画デザインおよび製造コーディ

やイベントスペースの提供、インキュベーショ

ネートのほか、日用雑貨・装飾品等の輸出入、

ン
（創業支援）
事業を展開している
『くらて学園』

オリジナル製品の企画提案、雑貨等の卸売りな

である。コスプレ撮影会や音楽イベント、CM

ど幅広い事業を展開している。

や映画のロケ地などに幅広く利用され、同社を

〝引き出し〟の多い原田社長が率いているだ
けに、同社もまた
「引き出しの多い会社」
として

含めて現在11社が入居している。
「鞍手だからこそ見えるものがある」
と言う、
福岡市出身の原田社長。現在、鞍手から発信予

その持ち味を存分に発揮しているのだ。
このように多種多様な事業を展開する同社
と、鞍手町商工会は令和2年度、原産地証明発

定のビジネス案件が着々と進行している。
「地元の方々と一緒に事業を展開する上で、
地元商工会の存在はとても大きい。頼りにして

給のモデル商工会として深く関わった。
「中国への輸出に際して、商工会の高山さん

いますよ」
と力強く語ってくれた。

1

お客さま
提案

製造

管理

みずほパック
パッケージ
制作

販促製品
制作

デザイン・印刷

国内外の工場

2

3
1 くらて学園は旧・鞍手南中学校
2 ニーズへの柔軟な対応を実践す

る、多彩なブレーンネットワーク
3 原産地証明発給の一連のプロ
セスを丁寧にサポート
みずほパック株式会社
代表取締役 原田 稔
鞍手郡鞍手町新北 993-1-3F
Tel：0949-52-7399
http://mizuhopac.co.jp

鞍手町商工会／経営指導員 高山 伸子
みずほパックさんとのおつきあいは、原産地証明の発給支援を行った昨年夏からです。ご要望が具体的で的確なやりとりができました。
原田社長は一見こわもてですが ( 笑 )、話してみると大変ユーモアがあり、前向きで意欲的な方。持続化補助金や町独自の支援制度など
さまざまな情報を提供する中で、「商工会ってこんなこともやってくれるの？」と新たな認識を持ってくださったようです。今後はさら
に原田社長の視点に立った提案や支援を通じて、商工会を存分に活用してくだされば嬉しいですね。

詳しくは
こちらから

経済産業省所管

福岡県事業承継・引継ぎ支援センター
4
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〒812-8505

TEL：092-441-6922

相談無料 月曜日〜金曜日（祝日を除く）9:00〜17:00

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

自慢 商品の

販路開拓④

井上宰継（ただつぐ）専務

日本酒の無限の可能性を追求し
世界中へと、その魅力を発信する
銘酒
「三井の寿
（みいのことぶき）
」や
「美田

切るのは長男の宰継専務だ。
〝酒造りは科学と

（びでん）
」
を生む株式会社みいの寿は、日本酒

センスと情熱〟をモットーに、蔵元自ら杜氏を

好きが一目を置く酒蔵である。
人気漫画
『スラムダンク』の作者が同蔵の

兼任する蔵元杜氏として酒造りに向き合う。
「蔵元杜氏のメリットは冒険ができること」

ファンで登場人物に
『三井寿
（みついひさし）
』

の言葉通り、ワイン酵母を使った酒造りや夏酒

と名付けたという逸話や、アメリカのジョー・

の新酒をイタリアンラベルで彩るなど、日本酒

バイデン大統領と英語の綴りが同じ
「豊醸美田

の可能性を追求する。各地の好適米を使い分け、

（HOJO BIDEN）
」が米国で品薄になるほど人

米の持ち味を引き出すことでフレンチのフルコー

気を博しているなど、話題に事欠かない。
同蔵は、県内でいち早く純米酒に特化した

2

スを食前酒から食後酒まですべて同蔵の酒で楽し
めるような多彩な酒造りをめざしている。

酒造りに取り組んできた。きっかけは昭和57年、

商工会との縁は3年前、台湾への輸出に際し

井上茂康社長が福岡市の姉妹都市フランス・

て原産地証明の相談をしたのがきっかけだった。

ボルドーで視察した、プライドをもってワイン

以来、大刀洗町商工会が月1回のペースで原産

造りを行う五大シャトーの姿であった。そこに

地証明の申請および発給サポートを行っている。

小さな酒蔵の未来を見いだした茂康社長は、帰

「世界中で日本酒を楽しんでもらえるように

国後すぐに一般酒の大量生産体制から純米酒に

なれば、まだまだマーケットは無限です。私は

特化した蔵への再構築を進めた。

これからも自分が好きな酒を造り続けます」
と、

現在、父に代わって同蔵のすべてを取り仕

1

宰継専務は力強く語った。

3
1 酸味が際立つキレのいい飲み
口が特徴。のど越しの良さが多
くのファンを魅了する。
2 箱麹で酒の味を決める麹を丁
寧に育てる。 3 盛んに発酵する
酵母の生命力。

株式会社みいの寿
代表取締役 井上 茂康
三井郡大刀洗町大字栄田 1067-2
Tel：0942-77-0019

大刀洗町商工会／経営指導員 西牟田 章司
これまでなかなか深い関わりがなかったみいの寿さんと、原産地証明をきっかけにお付き合いが始まって幸いでした。宰継専務は業界
を超えた幅広いネットワークをお持ちで、情報収集力に長けておられます。経営革新計画やものづくり補助金などの申請支援も、専務
からの問い合わせを受けて対応したほどです。今後は緊密な情報交換を通じ、商工会でお手伝いできることを増やすことで、良きブレー
ンとしてみいの寿さんの躍進にお役に立てるよう頑張りたいと思っています。

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。
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〈サテライトショップ〉

事業者の皆さまとともに

商品を育て、
新たな販路を切り拓く

DOCOREショップをご存知ですか？

イオン香椎浜店

インキューブ天神店

DOCORE ふくおか商工会ショップ

㈱博多大丸

皆さまが精魂を傾けて開発した商品は、何物にも代え

皆さまの商品を
ヒット商品へと磨き上げる場

がたい地域の宝。もっと多くの人に知ってもらい、より多

JR 博 多 駅・ 博 多 口 に 隣 接 す る 博 多 マ ル イ の 2 階 に、
福岡県商工会連合会
（以下、私たち）
が運営する
『DOCORE
（どぉこれ）
ショップ』
があります。ここは福岡県内の中小企
業・小規模事業者の〝隠れた逸品〟を、お客さまの声をもと
にさらに魅力的な商品として磨き上げ、新たな販路へつな
げることを目的とした、テストマーケティングの場です。

くのシーンでその商品が輝けることを私たちは願っていま
す。しかし、その商品が現時点で非の打ち所がないほどの
完成品かと問われれば、まだ改善の余地があり、進化の可
能性を秘めているかもしれません。
私たちは事業者の皆さまと一緒に、より高い完成度を追
求し、メジャー商品に負けない魅力ある商品を育てたいと
考えているのです。

●ＤＯＣＯＲＥ仕入販売
●自店舗集客力ＵＰ

自立化目標

Ⅱ

Ⅰ

特性別
ブラッシュアップ

標準
トレーニング

●商品改良等重点支援
●サテライト販売テスト

●店舗中心の販促支援

●商品特性別販促支援

●基本的専門家指導

●商品改良伴走支援

●販売データ分析・提供

●自立化目標の共有

●販売状況モニタリング
商工会独自の

販路開拓支援
●伴走型支援事業
●特産品開発事業
●地元の物産展

ステップ

●専門家指導への同行

標準課題取組基準クリア

ホップ

共通課題への取組実績と
商品特性を評価

商品選定基準クリア

基礎的な商品力と商工会等の
支援状況を評価
最長1年

準備期間

Ⅲ

Stage

Stage

Stage

●サテライト直接取引
●新規取引先獲得

自立化
マッチング強化
●バイヤーとの個別商談
●サテライト本格商談
●大規模商談会出展支援
●商談に向けたサポート
●商談後フォローアップ

ジャンプ
ブラッシュアップ基準クリア
商品特性に基づく
自立化可能性を評価

●は県連が、
●は所属商工会が
サポートいたします。

ステージ毎に設定した最長年数に達した場合、
それぞれの基準が未達成なら、
一旦預かり販売を中止し、
一定期間経過後再チャレンジへ
最長2年

DOCOREショップ重点支援期間

最長3年

自立化

※サテライト……イオン九州、インキューブ、大丸、他店舗など「DOCORE ショップ」以外における期間限定の販売チャネル
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DOCORE ショップの
有効活用事例

3 段階で一緒に、商品を育て
販路を開拓しましょう
『DOCOREショップ』
では、3段階で商品力向上と新た
な販路開拓を実現し、皆さまが主導的に事業展開する流れ
の確立を目標に掲げています。
【標準トレーニング
（ステージⅠ）
】
基礎的な商品力と販売状況をモニタリングし、実際の販
売データを分析した上で商品特性を評価。課題を共有しな
がら専門家のアドバイスを含めた提案を通じて、改善に向

仕出し ふか田
『むなかた牛しぐれ煮』1 瓶 972 円（税込） ほか

容量と容器の変更で
売り上げ増加と
販路拡大を実現

Before

After

けた支援に取り組みます。
【特性別ブラッシュアップ
（ステージⅡ）
】
明 ら か に な っ た 課 題 解 決 に 着 手 す る と 同 時 に、
『DOCOREショップ』
以外に量販店の催事や大規模商談会、
イベント出店など多様な販売チャネルを活用し、商品特性
に合った販売促進を進めます。
【自立化マッチング強化
（ステージⅢ）
】
前段階までに商品力向上や販売促進の要点を体得した

仕出しの常連客に好評な常備菜を商品化した。当初は
容量 90 ｇであったが、お客さまの声を反映し、専門家
のアドバイスのもと容量 80 ｇに減らし、容器も変更し
たところ売り上げが増加し、新たな販路が拡大した。

ら、あとは事業者さまのビジョンに向けて、バイヤーとの
個別商談や大規模商談会への出展、サテライトとの本格的
な商談を進める段階です。

PLUS × 1 ＜太宰府匠珈琲工房＞
『こだわり珈琲 粋』 1 袋 108 円（税込）

新パッケージとテストマーケティングで
お土産としても人気の商品が誕生

昨年度開催した、大規模商談会とイベント出店

皆さまのチャレンジを
万全の体制で支えます
一連の取り組みに関して、私たちはしっかりとサポー
トすることをお約束します。所属商工会の担当指導員と
『DOCOREショップ』
担当者が連携し、徹底した伴走型支
援を実践。お客さまの声をもとに総括したフィードバック

50℃の湯で洗った生豆を直火焙煎する、こだわりの製
法。DOCORE ショップへの出品にあたり、太宰府市
商工会とともに新しいパッケージをデザインし、催事
スペースでテストマーケティングに取り組んだ。猫の
デザインと博多弁のコメントが印象的なパッケージで、
お土産商品としての人気も高い。

報告書を提供し、大規模商談会や展示会への出展もきめ細
かにサポートします。
もちろん流動する時代に即したEC（ネット通販）
サイト
販売の支援や、食品表示など法規制対応のアドバイスも行
います。重点的に商談の機会を創出し、専門家による商談
会シート
（FCPシート）
をブラッシュアップすることで、商
談成約の精度向上に努めます。

田中羊羹本舗
『田中羊羹型セット』 1 袋 300 円（税込）

ひと口サイズの新商品をきっかけに
羊羹ファンのリピーターを開拓

平成29年7月に開設した
『DOCOREショップ』
を核とす
る育成事業は、5年目に入りました。この間、商品を磨き
上げ、販売拡大や販路開拓に成功した事例も着実に増えて
います。
全国区のヒット商品をめざして歩む過程にはさまざまな
課題があり、多くの学びが得られます。新たな事業者さま
との出会いを、私たちは楽しみにしています。どうぞお気
軽に担当指導員へお問い合わせください。
Docore ふくおか商工会ショップ

ホームページ

WEB 物産展

Facebook

DOCORE ショップに出品後、お客さまの声をもとに
商品の見直しを行った。羊羹 1 棹では売れにくいため、
食べやすい 1 口サイズにカットした商品を開発。消費
者にとって羊羹への『入り口商品』として認知度が高ま
り、今では 1 棹購入するリピーターが増えている。

Instagram
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読 者 ア ン ケ ー ト 実 施 中

商工会

5 00号 記 念

Fukuoka-Pref.令和３年

皆さまの声を
お聞かせ
下さい
7月号をもって通算500号を迎えた
『商工会ニュース』
では、現在、

9

月号

読者アンケートを実施しています。皆さまのお役に立つ、より良き

誌面づくりの参考にさせて頂きますので、数多くの応募をお待ち

します。アンケートにお答え頂いた皆さまの中から、抽選で50名

の上、お気軽にご応募ください。

QRコードまたは下記アドレスからアクセスし、
応募方法

アンケートにお答えください。
応募URL

応募期間

personanews.net

（google Forms アンケートにリンク）

※商品のお届けをもって、
発表に代えさせて頂きます。

編集：調査統計課

発行：福岡県統計協会

ビジネスや暮らしに役立つ、福岡県に関する各種情報が満載の
『2022年版
福岡県民手帳 』
を、11月に発売します。
手帳は、使いやすさで選べる3種類のサイズ、2種類の月間スケジュー
ルタイプ
（カレンダー版・横罫版）
があります。また、
各市町村の主要デー
タや産業等基礎データ、郵便料金表や各種相談窓口案内、観光施設情
報などをまとめた、2冊のデータ集もついています。この機会にぜひ、
ご活用ください。
種類

色

ハンドブック判 〈カレンダー版〉黒のみ
標準判
ポケット判

サイズ
（縦×横）cm

21 × 15

〈カレンダー版〉黒・ワインレッド・
ブルー（限定色）
16.2 × 8.4
〈横 罫 版〉 紺
〈カレンダー版〉黒・ワインレッド

13.5 × 7.3

15

今月のオススメ
農林水産物を紹介！

税込価格

1,000 円
600 円

お問い合わせ
お申し込み

役立つ情報がいっぱい！

●年齢早見表●鉄道路線図●県内市町村図
●道の駅情報●非常用持出品チェックシート
●防災情報●応急手当…など
新機能！ 巻末 QR コードから最新の福岡県
の経済が毎月スマホでチェックできます！

年内お申込み分の送料は、福岡県統計協会が負担いたします。
１月以降のお申込みは、
購入者ご負担となります。
（振込手数料は申込時期に関わらず購入者ご負担となります。
）
お申込みは、郵送・ＦＡＸ・電子メールにて承ります。

福岡県民手帳

検索

福岡県統計協会〔福岡県企画・地域振興部調査統計課内〕〒812-8577 福岡市博多区東公園７番７号
TEL：092-641-3560 FAX：092-643-3192 E-mail：fukuokatokei@energy.ocn.ne.jp

医療 従 事 者 へ の
寄附 を 募 り ま す

福岡県新型コロナウイルス医療従事者応援金
みなさま一人一人のあたたかい応援が医療を支える方々の
大きな励み、力となります。ご協力をお願いします。

応援金の詳細は、福岡県ホームページをご確認ください。
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各月の催し
地域別に掲載！
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福岡県庁 応援金

検索

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

Tel.092-622-7708 Fax.092-622-7798

500 円

※ 標準判のブルー
（限定色）
・ハンドブック判は、数に限りがございます。
送料・振込手数料

福岡市博多区吉塚本町９・ ︵中小企業振興センター７階︶

福岡県からのお知らせ Information
2022年版 福岡県民手帳 予約受付中！！

2021年11月30日まで

編集発行所／福岡県商工会連合会

の方に、博多マルイ2Fにある育成ショップ、DOCOREふくおか

商工会ショップの商品をお贈りいたします。アンケートにお答え

