
【来場者様⽤】	

南房総「⾷」の地域振興プロジェクト	
2019年2⽉21⽇(⽊)	野菜ソムリエ主催 

南房総サロン&商談会 資料	

1.	趣旨	
「⾷」にまつわる地域の事業を⽀援することで、多様な地元事業者間の交流を活発にし、ひいては南

房総地域の「⾷」のファンを増やし、地域の「⾷」の消費量を増やすことで地域の振興を図ります。	

2.	実施概要	
●2-1.開催⽇：2019年2⽉21⽇(⽊)（⾬天決⾏）	
	
●2-2.	時間：開場12時 最終⼊場16時 終了16時30分（開催時間内は⼊退場⾃由）	

●2-3.	会場：オドーリ・キッチン（千葉県南房総市⽩浜町⽩浜232-4	エスカール⽩浜2階） 
http://odori-kitchen.com  
※所在地やアクセスは、５ページ⽬を参照ください。	

	
●2-4.⼊場料：	 	

※上記料⾦は、それぞれ税込およびフリードリンク代・資料代等を含みます。	

「事前来場者登録」すれば、ご⼀緒に来場の⽅もお⼀⼈様	1,000円で⼊場可能です。	
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当⽇受付 お⼀⼈様		1,500円
「事前来場者登録」した場合	

（詳細は4ページ⽬を参照） お⼀⼈様		1,000円
オトク！特別価格

「事前来場者登録」しなかった場合

例：3名様でご来場

1,500円

１人目

1,500円

２人目

1,500円

３人目

合 計
4,500円（税込）

【ご注意ください】 
ご⼀緒に来場される⽅は、同じ会社・
組織の⽅に限ります。

1,000円

１人目

1,000円

２人目

1,000円

３人目

合 計
	3,000円（税込）

「事前来場者登録」した場合

この⼈が 
「事前来場者 
登録」した

ご⼀緒のお⼆⼈も
特別価格

例：3名様でご来場



●2-5.内容：	

2-5-①.商談会の実施（出展者は全	10事業者様	を予定）  
南房総地域で、意欲的に活動する、また今後の活躍が期待される農産物の⽣産者様（以下、
出展者様）が出展。販路拡⼤や新たな企画開発の発⾒につながる商談の場を提供します。 
 ※相談例 
  	

2-5-②.商談の予約（※予約⽅法は４ページ⽬を参照） 
「事前来場者登録」（詳細は4ページ⽬を参照）されたお客様には、⼊場料の割引の他、 
各出展者様の⽣産物情報などを事前に提供します。商談を希望する出展者様があった場合、 
  ・メリット1 事前に時間を指定して、商談時間をご予約いただけます。 
         １出展者様につき15〜30分程度で設定となります。 
  ・メリット2 質問・相談したい内容を商談希望の出展者様に事前に送る事も可能。	

【ご注意ください】 
 ※商談のご予約は、原則先着順となります。 
 ※予約時間の前後に他の⽅の予約がない場合に限り、商談時間の延⻑も可能です。 
 ※予約時間に遅れると、商談ができなくなる場合があります。ご了承ください。	

2-5-③.野菜ソムリエによる企画開発サポート 
商談のその場に加わり、メニュー開発や商品企画、⽣産物に関する情報・⽣産計画に係る 
ご相談など、すぐさまその場でサポートします。	

2-5-④.同業者間の交流・情報交換の場 
来場者様－出展者様の商談の場としてだけではなく、来場者様同⼠が互いに、⽇々の課題や
「同業の⽅に⼀度は聞いてみたい事」などを情報交換できる様な場ともなる様にいたします 
 ※サロン形式のスペース設定や事前アンケートの集計結果公開など予定 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② 
商談の事前予約が可

① 
商談会の実施

③ 
野菜ソムリエによる 
企画開発サポート

④ 
来場者間の交流・ 
情報交換の場

※「事前来場者登録」が必要です※出展数は、地元の農産物の 
⽣産者様	10事業者	を予定

「〇〇〇な野菜
を探してますが、
ありますか？」

「3〜4ヶ⽉後
に、■■■な野菜を
作ってもらうことは
可能ですか？」

「△△△なメニュー
に、オススメの野菜は
ありますか？」

「畑は⾒学可能で
すか？ サンプルは
もらえますか？」



●2-6.主催：サニーフィールズ（野菜ソムリエプロ	安⻄理栄）	
野菜ソムリエプロ	安⻄理栄（アンザイリエ）について	

●2-7.後援：館⼭市	

●2-8.特別協⼒：unico	table株式会社	

●2-9.協⼒：NPO法⼈南房総農育プロジェクト	
	
●2-10.問合：サニーフィールズ	

☎			090-1701-3199（担当：安⻄） 
				info@sunnyfields-jp.com  
						www.sunnyfields-jp.com	
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★プロフィール 
東京都出身。2010年より館山市在住、兼業農家で二児の娘の母。 
セミナーや食育活動、南房総の自治体や生産者、事業者などと 
共同による、商品開発やマーケティング支援など行っている。

★最近の活動 
・無印良品 里のMUJI みんなみの里「旬野菜講座」（毎月） 
・離乳食教室（毎月）や地元公民館講座講師 
・館山市「第5回じのもん料理コンテスト」特別審査員
・館山市ふるさと納税返礼品「イチゴジェラート＆イチゴミント 
　シロップ」開発に参加
・ひふみ養蜂園様「菜花と甘夏のドレッシング」プロデュース 

★資格等
日本野菜ソムリエ協会認定野菜ソムリエプロ、 
ベジフルビューティーセルフアドバイザー、 
ジュニア食育マイスター、フードツーリズムマイスター、 
たてやま地産地消サポーター、たてやま食のまちづくり協議会会員、
野菜ソムリエコミュニティちば副代表

✉



3.⼊場⽅法・名刺の持参（２枚以上ご持参ください）・その他サービス	
●3-1.⼊場⽅法：以下の2種類があります。	

3-1-①.当⽇来場 
「事前来場者登録」をせずに、当⽇ご来場いただいて商談することも可能です。 
ただし商談は、ご予約の来場者様が優先となります。	

3-1-②.事前来場者登録 
開催⽇の１週間前までに「来場者情報」を登録すれば完了です。 
登録いただいた⽅は、 
  ・メリット1 ⼊場料が、お⼀⼈様	1,500円	→	1,000円（500円割引）になります。 
  ・メリット2 各出展者様の⽣産物情報など詳細を事前に確認できます。 
  ・メリット3 事前に時間を指定して、商談時間をご予約いただけます。 
         １出展者様につき15〜30分程度で設定となります。 
  ・メリット4 質問・相談したい内容を商談希望の出展者様に事前に送る事も可能。	

◆登録⽅法◆ 
【	1．オンライン登録 2．メール 3．FAX 4．郵送	】の4種類からお選びください。 
下記ページにアクセス	→ そのまま「1．オンライン登録」 または、 
	 → 「事前来場者登録」⽤紙ファイルをダウンロードして記⼊し 
	   「2．メール 3．FAX 4．郵送」でお送りください。	

 
	 	 	

【ご注意ください】 
 ※商談のご予約は、原則先着順となります。 
 ※予約時間の前後に他者の予約がない場合に限り、延⻑も可能です。 
 ※予約時間に遅れると、商談ができなくなる場合があります。	
	

【ご注意ください】 
 ※当⽇は、受付を済ませた後は、開催時間中は⼊退場⾃由となります。 
 ※当⽇は、お名刺を必ずお⼀⼈様２枚以上お持ちください。受付にお渡しいただきます。 
  お名刺をお持ちでない場合、⼊場をお断りする場合がございます。ご了承ください。	

●3-2.その他サービス： 
・簡易コピー代⾏：20円（税込）/枚（⽤紙代込み）  
・FAX送信代⾏：20円（税込）/枚（⽤紙代込み）  
 ※都合により送信された原稿に、発信者名として会場名が表記される場合があります。 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商談の予約 商談したい事項の 
事前提出

出展者様の詳細な
情報を事前確認

⼊場料の
⽀払い

①	当⽇受付 × × × 当⽇受付
にて

②	事前来場者登録 ○ ○ ○ 当⽇受付
にて

http://www.sunnyfields-jp.com/eventイベント情報ページ
※詳しくはこちらのページをご覧ください



4.アクセス・駐⾞場のご案内	
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国道 
410号

会場	

オドーリ・キッチン	
千葉県南房総市⽩浜町⽩浜232-4  
エスカール⽩浜2階	

海岸沿いに建つピンク⾊のリゾート 
マンションの2階に⼊るレストラン

※この駐⾞場は、マンションにお住まい
の⽅々なども利⽤されますので、ご迷
惑とならないようマナーを遵守してご
利⽤ください。	

※指定以外の敷地や路上への駐⾞はご遠
慮ください。

洲崎 
灯台

安房グリーン 
ライン

野島崎 
灯台

房総フラワーライン

富浦IC
至鴨川

至富浦

国道128号

海上自衛隊 
館山航空基地

県道188号

国道410号

至東京

館山駅

九重駅 千倉駅

バ
イ
パ
ス

安房 
グリーンライン

〒商店商店長尾橋脇 
交差点

コンビニ

至館山 至館山
県道86号

野島崎 
灯台

国道410号

房総フラワーライン

P
テニス 
コート

国道410号

　

P禁⽌
 

区域

駐⾞場	
→建物裏⼿および建物1階部分
P

マップ 
情報

エスカール
⽩浜



5.注意事項・免責事項	
【ご注意ください】	

・会場および駐⾞場は禁煙です。指定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。 
（会場の⼀部に喫煙スペースをご⽤意しています。）	
・会場および駐⾞場周辺は⼀般の住宅地と隣接しています。近隣の⽅々のご迷惑とならない 
ようマナーの遵守をお願いいたします。	
・今回の会場設営・運営にご協⼒いただいた⼀般の⽅々が、特別優待としてご来場される場合
がございます。どうぞご了承ください。	
・開催中、ホームページ・SNSでの発信や広報、また記録を⽬的に、会場内の模様を写真撮影
いたします。ご理解とご協⼒のほど、どうぞよろしくお願いいたします。	
・下記の様な場合、主催団体および関係者は⼀切の責任を負いません。	
－会場および駐⾞場、またその周辺において発⽣した⼀切のトラブル（主催団体および関係
者の責任によらず、駐⾞場で事故等発⽣した場合は、必ず速やかにご⾃⾝で警察および関
係各所にご連絡をお願いします。）。	
－会場へ向かう途上またお帰りの際に発⽣した⼀切の事故など。	
－会場内外における⾦品・所持品の紛失・盗難など。	

6.お問い合わせ窓⼝	
ご不明点等ありましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。	

●6-1.問合：サニーフィールズ	
☎			090-1701-3199（担当：安⻄） 
				info@sunnyfields-jp.com  
						www.sunnyfields-jp.com	
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✉


