
令和３年度幸せ創る女性農林漁業者育成事業 

（別紙様式） 

【事業区分：組織力・経営力向上のための自主企画研修】 

ノースフラワー 
 

〇グループの紹介 

農業者グループ「ノースフラワー」のメンバーは、

花巻と北上の６次産業化に取り組む女性４名です。そ

れぞれ米、野菜、りんご、ぶどう、菓子加工と品目は

違いますが、刺激しあってにぎやかにパワーアップし

て活動しています。 

 

〇経営区分 水稲、野菜、果樹 

 

〇人数 ４人 

 

〇事業目的 

今年度は新たな売り場に対応したＰＲ方法や販路拡大について調査・研究し、自家農産物を使った商品

の特徴はもとより、農村に暮らす自分達の活動や想いを POP 等で積極的に情報発信できる技術を身に着

け、ビジネスチャンスの拡大と委託製造による小さな６次産業化の実践モデルとなることを目的としま

した。 

 

〇事業実施実績 

実施内容 

（具体的な内容・方法） 
時 期 場 所 備 考 

＊商品開発およびＰＲに関する技術習得 

研修 

 

1. 7月 5日 講習会の打ち合わせ 

2. 7月 5日 講習会の依頼 

3. 商品開発及び PRに関する技術習得研修 

4. 11月 18日 講習会の打ち合わせ 

5. 11月 18日 講習会の依頼 

6. 商品開発及び PRに関する技術実践研修 

7. POPの実践 

 

 

 

6月 22日 

6月 28日 

7月 5日 

10月 22日 

11月 16日 

11月 18日 

12月 1日 

 

 

 

アビリティセンター 

アビリティセンター 

農業研究センター 

アビリティセンター 

アビリティセンター 

農業研究センター 

アビリティセンター 

 

 

 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

赤坂良幸氏 

＊販路開拓・販売に係る視察研修 

 

1. 県北・久慈方面視察研修 

2. 八幡平商品開発 

3. 八幡平方面視察研修及び POP視察研修 

4. 愛隣館・マルカン販路開拓及び視察研修 

5. 愛隣館・マルカン販路開拓及び視察研修 

 

 

8月 1∼2日 

8月 20日 

8月 21日 

12月 25日 

1月 27日 

 

 

県北・久慈 

麹屋 もとみや 

八幡平方面 

花巻方面 

花巻方面 

 

 

 

社長 本宮隆一氏 

 

愛真館・マルカン 

愛真館・マルカン 
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〇活動の成果 

① 商品開発およびＰＲに関する技術習得研修 

北上アビリティセンター所長赤坂良幸氏を講師に商品開発及び PRに関する技術習得講習会を開催 

        

＊短い言葉のイメージをいっぱい考える ＊商品に対してお客さんの動線を考える  ＊POPの形を変えて並べてみる 

 

【POPの実践研修に必要なポイントを絞る】 

『1.売れる商品の POP作成を考え感じとるちから』『2.商品を深掘りし POPに必要な言葉のイメージ』 

私達は、顧客の立場からみて商品のストーリーが分かるように見直す必要がありました。その中で商

品を、手にとってもらえる表現や必要性を感じました。そして言葉のイメージ創りが大切で、実践研修

の中で赤坂先生は、ゆっくりと何度も試食出来ない時代の商品のアピールの POPの仕方を実践頂きとて

も勉強になりました。そして、手書きの POPで自分達らしい売り場を作ってみたいと思いました。 

 

② 販路開拓・販売に係る視察研修 

【愛隣館・マルカン販路開拓及び視察研修】 

新たに、花巻南温泉「愛隣館の売店」と「マルカンの売り場」に販路

開拓し商品を配置しました。講習を生かして、自分達の商品をいかに目

立たつように、手に取ってもらうように、その場で言葉のイメージ膨ら

ませて POPの見せ方にチャレンジしました。 

これらの商品の動きが楽しみです。 

 

【八幡平商品開発】 

 

 

麴屋もとみやでは 

１．皆さんは何をやりたのですか 

２．他との違いで自信のある事は何 

３．何にこだわりを持って商品開発するの 

４．誰をターゲットつまり客層は決まっているのか？ 

 商品を作る上で大切なこと。もとみやとしては、工場内を丸見えにし

て安心安全を形で伝えるこだわりがありました。ともかく試作品はペー

スト状があれば協力するが、商品化の場合 35 ㎏の麴加工と 150 本分の

加工代がかかります。開発資金調達が問題です。 
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【県北・久慈方面視察研修】 

三陸方面の道の駅は、大手内陸部の商品が沢山あり、産直というより県外客層を目的とした商品が多い

と感じました。人目を引く POPは沢山ありませんでした。昨年久慈方面視察研修と変わった事は、どの産

直にも生産者の写真と生産者の思いが産直全体に張り出されていたこと。ViTO×IWAIZUMI の一角だけは

別世界、インパクト一目で釘付けにされ POP の色使い表示、ショウケースのジェラートが盛り上がって

見せ方が素晴らしいと思いました。道の駅くじの「まちなか産直」には、新たに私の商品棚が奥に設置さ

れてあり、戦略としては如何に目立たせるかが課題として上がりました。そして盛岡～宮古間の自動車専

用道路によって三陸方面に速く行き来出来て、人の流れが三陸方面に変わっていくと感じました。 

 

    

道の駅くじ     道の駅たのはた     道の駅みやこ    道の駅いわいずみ 

 

〇次年度に向けて 

＊試食販売が出来ない時代に、商品のアピールの仕方を考えいかなければいけない。 

＊POPの見せ方で商品を買って食べてもらえるか？不安 

＊新規開拓はハードルが高く、かなり知名度がないと相手にされない場合の手腕を知りたいです。 

＊コロナ等で宮城方面の視察研修を断念、事業計画を立てる上で先を見込む事が難しい。 

＊新商品開発の資金調達の援助があると助かります。 

 

次回は、コロナに負けない商品を出せるよう、企業や商店の方々と共に花・北を盛り上げていきたいと

思います。次はさらなる商店のブラッシュアップと今度こそ、新商品をだせたらいいと思います。 

そして東京のアンテナショップ『銀河プラザ』を目標に、県外にも商品を置いてもらえる様に、県と連

携をして進めていきたいと思います。 



これから、私 川村姫子が、ノースフラワーの活動実績を発表をさせて頂
きます。
よろしくお願いいたします。

咲かそう 銀河の国から 農業女子 ノースフラワー

1



私達ノースフラワーは、北上市と花巻市の女性農業者で組織したグループ
です。

2



私達ノースフラワーのメンバーを紹介します。

しっかり者の 会長 昆 真喜子
パワフルな私 副会長 川村 姫子
なんでもこなす 会計 菊池 貴美子
明るくムードメーカーな 会員 佐々木 紀美子

の４名で活動しています。

3



現状としては、自分達が作った農作物を有効活用し、委託加工による６次
産業化に取り組んで来ました。

今回の研修は、コロナ禍により行動範囲に制限がかかり、宮城県方面の視
察研修を断念しなければならない現状でした。

県内研修先も計画しては、緊急事態宣言により先延ばしになり、何度も変
更を繰り返す事となりました。

4



今年度の事業目標と取組について、昨年から試食販売の無い時代に突入し
ました。
商品の魅力をどの様に情報発信するかが、これからの売り上げに大きく左
右されると思います。
だからこそPOPの技術を身につけて新規開拓の店舗にて成果を出したいと
思っています。

5



PRに関する技術習得については、顧客の立場からみて商品のストーリーが
分かるように見直す必要がありました。
その中で手にとってもらえる表現や必要性を感じました。
言葉のイメージ創りが大切でした。

6



実践研修の中で赤坂先生は、ゆっくりと何度も、試食出来ない時代の商品
のアピールの仕方を指導してくださり、とても勉強になりました。
そして、手書きのPOPで自分達らしい売り場を作ってみたいと思いました。

7



新たに愛隣館の売店とマルカンの売り場に商品を置かせてもらえるように
なりました。
講習を生かして自分達の商品をいかに目立たせ手に取ってもらうのか、
POPの見せ方でチャレンジします。

8



麴屋もとみやでは
１．皆さんは何をやりたのですか
２．他との違いで自信のある事は何
３．何にこだわりを持って商品開発するの
４．誰をターゲットつまり客層は決まっているのか？

商品を作る上で大切なことだそうです。
工場内を丸見えにして安心安全を形で伝えているというこだわりもみえま
した。
試作品はペースト状があれば協力してもらえますが商品化の場合35㎏の麴
加工と150本の加工代がかかります。

9



販路の開拓の交渉を兼ねて道の駅の視察研修の中で、売る為の工夫をして
いることや苦労している事も分かりました。
沿岸地域に商品の開拓を交渉しましたが、配送・支払い等の手数料など準
備が足りませんでした。
「６次産業化商品は知名度がないので全く通用しない」
これらの点を踏まえて交渉します。

10



私達ノースフラワーは、今年度は、POPを作成し、地元を中心に商品展開
しました。
自分達の商品の売り上げはもちろん、花巻、北上をアピールしつつ売り場
の収入アップも実践し、委託製造の６次産業化、実践モデルにまた一歩前
進しました。
更なる販路拡大と収入アップ、そして輝く農業女性を目指します。

そして１人１人が100万円を目指して、オシャレで楽しい農業を、若い農
業者や後継者に伝えて行きます。

コロナに負けない農業女子を目指します。

11



次はさらなる商品のブラッシュアップと今度こそ、新商品を出せたらいい
と思います。
コロナに負けない商品を出せるよう、企業や商店の方々と共に花・北を盛
り上がていきたいと思います。
そして東京のアンテナショップ『銀河プラザ』を目標に、県外にも商品を
置いてもらえる様に、県と連携をして取り組んでいきたいと思います。

12



幸せ創る女性農林漁業者育成事業 講評 

（ノースフラワー） 

令和４年３月 11日（金） 

 

 

○事業成果に対する講評 

・ノースフラワーさんはチームメンバー自身の「伝える力」が高く、その思いをいか

に「商品の棚で語らせるか」を課題として POP製作や販路開拓に積極的に取り組ん

でいる姿勢が素晴らしいです。また課題分析についても的確で、理想論だけではな

い現実的・実際的な深めの内容を研修先からうまく聞き出せていると感じます。こ

れは個々人のキャラクターもありますし営業力と言い換えることもできます。 

・道の駅を視察研修される際、お店の方のお話や販売棚の分析に加えて、実際に来店

されたお客様の動きも分析されると良いかと感じます。どの棚の前で立ち止まって、

どの商品を手にとっているのか等、見栄えなどの第一印象とは違うポイントが見え

てくるはずです。 

 

 

○今後の活動に対するアドバイスや期待すること等 

・チームメンバーが実際にお客様の前に立って売る場合のコミュニケーション力は十

分にあると感じます。その一方で、商品が棚に並んでいるだけの状態でいかに手に

取ってもらうのかが大きな課題です。ヒントとしては、POP 講習で学ばれた「伝え

るポイント」と、視察研修で感じられた「生産者の写真」「生産者の思い」「インパ

クト」を組み合わせた独自性のある POPの制作を検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

  


