
農家が作るこだわり商品フェア開催実績 

                 

平成３０年３月 農産物流通課 地産地消係 

協力者・連携機関：イオンリテール株式会社・マーサ 21・岐阜調理専門学校 

 

１ 目的 

 県では農産物のブランド化推進と農業の所得向上のため、農業者自らが生産だけでな

く加工販売まで取り組む６次産業化を支援している。 

マーサ 21 を会場として、県内の農業者等による素材や加工方法にこだわった６次化商

品の対面販売や岐阜調理専門学校の協力により新たに作成した６次化商品を使った家庭

向きレシピ本を無料配布するなど、６次化商品の魅力をＰＲする販売フェアを開催する。 

 

２ 活動方法 

（１）レシピ本作成 

  １）内容 

 岐阜調理専門学校に 6 次産業化商品を使ったレシピを新たに開発依頼し、昨年、最

終予選まで残ったレシピ 5 点を加え、計 20 点の無料配布レシピ本を作成する。 

  ２）準備 

平成 29 年 9 月 岐阜調理専門学校へレシピ考案依頼 

平成 29 年 10 月 6 次産業化商品の検討・提供 

6 次産業化事業者・伝統野菜農家への協力依頼 

平成 29 年 11 月 レシピ試食検討・撮影 

平成 30 年 1 月 レシピ本完成 

 

（２）販売フェアの実施 

 １）日時 

平成３０年２月１０日（土）、１１日（日）１０：００～１８：００ 

 ２）場所 

マーサ２１ １階 マーサスクエア（岐阜市正木中１丁目２番１号） 

３）内容 

農業者等 15 事業者による 6 次化商品の販売、試食 

6 次化商品を使用したレシピ本の無料配布 

岐阜調理専門学校の学生が考案したレシピのグランプリを実施 

・レシピをパネル展示 

・10 日（土）会場にて投票を受け付け、11 日（日）に投票結果を発表 

・岐阜県公式 Facebook でも１レシピずつ公開、いいね！の数で評価 

・会場投票＋Facebook にて最も評価されたレシピをグランプリとする 

  



４）事前周知 

・高校・大学へのチラシ案内（高校４校、大学３校（農業・商業・食品関係学科）） 

・食関係サークル等へのチラシ郵送 

・マーサ 21 周辺 20,000 世帯へ折込広告 

・関係機関へメール 

５）準備 

平成 29 年 8 月 イオンとの検討 

平成 29 年 11 月 イオン・マーサ 21 とフェア内容検討 

平成 29 年 12 月 出展業者募集 

平成 30 年 1 月 出展業者決定、会場設営等委託業者の決定 

 

３ 活動成果 

（１）フェア 

 来場者数 約 5,000 人/2 日 

 販売実績 

  
10 日（土） 

15 事業者 

11 日（日） 

12 事業者 
2 日間計 

  商品点数 販売金額 商品点数 販売金額 商品点数 販売金額 

1 事業者 

あたり 
30～250 

10,000～ 

122,000 
20～300 

10,000～

168,000 
    

フェア合計 1,124 487,707 1,176 507,500 2,300 995,207 

 

（２）レシピグランプリ 

グランプリ「まろやか緑茶と米粉のシフォンケーキ」 

準グランプリ「桃ジャムのパウンドケーキ」 

準グランプリ「明宝ハムのにぎやか春巻き」 

 投票点数 計 1415 票 

 投票参加者 約 500 名 

 

（３）経費 

レシピ本作成 約 90 万円（撮影・印刷製本）、他 6 次産業化商品材料費 

フェア開催 約 95 万円（会場設営・チラシ作製配布等） 

 

（４）職員対応 

 レシピ作成・フェア開催準備 １人 

 フェア前日準備、当日対応 ３人/1 日 

 

  



４ 今後の活動にむけて 

（１）会場 

 食にこだわる客層へのＰＲをねらい、県下イオンの中からマーサ 21（イオン岐阜店）を

選定した。来場者について 1 日目は家族連れ等の来場数が多く、2 日目は家族連れに加え

シニア女性や外国人など食にこだわる客層が多く、効果が得られたと考えらえる。 

またフェアの規模として事業者意見調査結果のとおり、会場の広さや来場者数と比較し

15 事業者は適正な規模と評価された。出展数を増やすことは 1 事業者あたりの売り上げが

落ちる可能性があり、慎重であるべきと考えられる。一方で、出店したい場所としては県

内と県外がほぼ同数、県外では主に名古屋の百貨店におけるイベント販売を希望している。 

 

（２）販売 

売上の評価は難しいが、下記の通り県が主催する同様の販売イベントと比較し同等以上

の販売に繋がった一方で、百貨店等における物産展の売り上げ目標は 10～15 万円/1 日と

もいわれている。 

事業者による売り上げの高低はあり、飾り付けや商品力も重要ではあるが、対面販売の

技術（会話、商品の特徴を伝える力）の高い出展者が、売り上げが高い傾向があった。農

業者は商業者と比較して、積極的に会話する力が弱いという指摘は良く受けるため、今後

の課題である。 

対面販売は試食品の求評を得ることや、販売を通して消費者ニーズを把握するなどの情

報収集や、自社店舗への誘導など固定客確保につながるＰＲ、関係者（本フェアではマー

サ 21 およびイオン）との商談など、売り上げ以外の利益があることも考慮し、各事業者に

出店を判断してもらえると良い。 

なお、本フェアは出展料等の事業者負担は無かったが、事業者意見調査結果のとおり農

業者にとって出展料はできるだけ負担したくない実情がうかがえる。今後も事業者負担を

抑える努力は必要と考えらえる。 

 

○イオン熱田店 H30/1/20～21（売上に応じた手数料有） 

  食品事業者 1 事業者 1 日あたり販売金額 2,000～100,000 円 

○農家が作るこだわり商品フェスティバル H28/11/11 12:00～17:00（出店料無） 

  6 次産業化事業者 1 事業者あたり販売金額 10,000～80,000 円 

 

（３）レシピ 

 6 次産業化商品のＰＲ広報物として、事業者意見調査結果では商品カタログの次にレシ

ピ等の活用提案は必要と考えている事業者が多い。 

 またレシピグランプリの結果をみると、消費者の「作ってみたい、食べてみたい」とい

う関心はスイーツおよび肉のレシピで高かった。農業者が加工品としてスイーツまたは肉

加工品を持つことが販売しやすさにつながる可能性が示唆された。 

 

参考文献：一般社団法人鳥取県物産協会 物産展への出店に当たって                                           



５ 具体的データ 

 

表 1 出展者一覧および主な販売品 

市町村 出展者 販売品 

岐阜市 （株）LSふぁーむ 
玄米だんご 

玄米せんべい 

羽島市 ときたまご 
米粉のシフォンケーキ、米粉のメレンゲクッキー 

カスタードクリーム、シュークリーム 

山県市 
梅田建設（株） 

美濃山県元気ファーム 

黒にんにく、イロドリ黒にんにく（チョコレート） 

ドライフルーツ各種 

大垣市 平塚香貴園 
粉末緑茶/ほうじ茶、緑茶ティーバック、煎茶 

お茶あられ、お茶のゴーフレット 

大垣市 十六兆 
子持ち鮎しぐれ、鮎アヒージョ 

スモーク鮎アヒージョ、子持ち鮎の煮びたし、白金うるか 

揖斐川

町 

NPO法人 

山菜の里いび 
よもぎ茶、よもぎ粉、薬草クッキー 

関市 
農業生産法人 

かみのほゆず（株） 

ゆずドレッシング、ゆずしぼり 

青ゆずこしょう、ゆずちゃ、生搾り柚子はちみつゼリー 

関市 つるや 
つるむらさきうどん 

美人めん 

関市 
農業生産法人 

PLUS株式会社 

グルテンフリーライスパスタ/クッキー/ラスク 

花切大根 

恵那市 はち工房こうけつ 中津川蜂蜜 

恵那市 有限会社 馥郁農園 
イチゴ、黄金桃ジャム、イチゴジャム 

トマトケチャップ、トマトジュース、ハチミツ、蜂屋柿（干し柿） 

高山市 飛騨高山よしま農園 
バジルペースト、しそペースト 

つけもの各種、甘酒 

高山市 （有）FRUSIC 
ドラゴンフルーツジャム/ジュース 

サツマイモドーナッツ/クッキー 

中濃 

エリア 
ＪＡめぐみの 

いちごブッセ、白川茶ブッセ 

桃太郎トマトスープ、円空さといもポタージュ、めぐみの切り餅 

岐阜県 

アンテナ

ショップ 

ぎふ産直市場 

ジ・フーズ 

延年紫蘇梅、庄兵衛さん家のとまじゅう[桃太郎]、椎茸パウダ

ー、切り干し大根、味なみそ、あらずりわさび、実山椒、米の粉 



 

表２ 出展者意見調査結果（出展者 15、回収 15、回収率 100%） 

１．規模数を会場の広さや来客数と比較しどのように感じるか 

  

２．出展料がどのくらいであれば出展したいと考えるか 

定率の場合 

  

  定額の場合 

  

３．出展したいエリア 

  

４．６次産業化事業者のＰＲ広報物として効果的と考えられるもの（複数回答可） 

  

 

 

 



表３ レシピグランプリ結果 

レシピ名 投票結果 

延年梅の太巻き寿司 52 

つるむらさきのヘルシーうどん クリーム煮 57 

まるごと緑茶の味わいふりかけ 55 

桃太郎トマトそうめん 57 

鮎しぐれディップ 41 

うま味たっぷり椎茸の和風グラタン 80 

海老と切り干し大根のカリカリ揚げ 58 

赤かぶのポテトサラダ 78 

桑の木まめの甘煮春巻き 44 

沢アザミの牛肉巻き 64 

バジルマヨチキン 93 

明宝ハムのにぎやか春巻き 102 

あじめこしょうピリッと大人の肉巻おにぎり 71 

あらずりわさびの洋風おつまみ 63 

黒にんにく香るクリームチーズディップ 57 

ちりめん山椒の変わり揚げ 65 

カリカリ揚げライスパスタ 101 

まろやか緑茶と米粉のシフォンケーキ 161 

桃ジャムのパウンドケーキ 116 

計 1,415 

 

 

図１ 会場準備 

図４ レシピグランプリ 

   来場者による投票風景 

図３ 販売会場 

図２ 出展風景 


