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AGRIBUSINESS GRANDPRIX 2009

アグリビジネス大賞
農業経営者が自らのビジネスプランをプレゼンテーション！ここからマーケット本位の農業事業を創出します。

AGRIBUSINESS GRANDPRIX 2009「アグリビジネス大賞」とは？
農業で夢を実現する経営者のビジネスプランコンテスト
農業は今、成長する基幹産業として経済界から熱い注目と期待を集めています。一方で、農業の専門性とこれまでの閉鎖性
ゆえに、新規のビジネスプランを正当に評価できる機関はほとんどありません。農業が産業として発展するために「農業経
営者たちが、国民の直接投資や産業界からの投資を求めていくこと」の必要性を主張し続けてきた月刊『農業経営者』は、
その理念に基づくビジネスプランコンテスト『AGRIBUSINESS GRANDPRIX 2009 アグリビジネス大賞』を設立します。
アグリビジネス大賞では、農業経営者が自らのビジネスプランのプレゼンテーションすることにより、国民の直接投資や産
業界からの支援者と出会い、
マーケット本位の農業事業を創出するのが目的です。書類選考からはじまり、
第2回
『農業経営者』
読者の会 全国大会で行なわれるプレゼンテーション選考を勝ち進み、大きなチャンスをつかんでください。

アグリビジネス大賞の特徴
アグリビジネス大賞で審査委員を務めていただくのは、全国の有力な農業経営者を始め、農業を産業として育成することに
熱意や経験のある食農業界の経営者、
金融機関、
ファンドマネージャー、
個人投資家など。賞金を得ることだけが目的ではなく、
出資者や販路、事業提携先獲得などのチャンスが広がります。
【募集テーマ】
●農業や農業関連事業
（種苗・農業化学・農産物の生産・加工・流通、農業関連設備、その他農業関連のサー
ビスを提供する企業）
●「農業だからこそ果たせる役割と多様な可能性を開拓する」と、審査委員が判断した事業
例）直売所経営、地場供給、契約生産、環境、教育、コントラクター、エンターテイ
ンメント、海外マーケット……
【応募対象者】
●月刊『農業経営者』定期購読者
※年齢、学歴、国籍、農地所有、経営規模、農業経験など一切不問
【審査基準】
●事業の創造性・市場性・実現可能性・持続可能性などから評価
●農業の産業化や構造改革に対する価値や影響力を評価

【選考フロー】
●応募締切日：2009 年 2 月 8 日（日）
●1 次選考（書類選考）
：2009 年 2 月 9 日（月）〜 2 月 13 日（金）
※1 次選考を通過した方は、農業技術通信社から直接ご連絡いたします。
●2 次選考（プレゼンテーション選考）：2009 年 2 月 20 日 ( 金）
※１次選考を通過した方が、月刊『農業経営者』編集長・昆吉則を含む
選考委員の前でプレゼンテーションを行ないます。
●最終選考（月刊『農業経営者』読者の会 全国大会）
※2 次選考で選ばれた方がプレゼンテーターとして、最終プレゼンテーションを行
ないます。審査委員と全国大会の参加者の投票によりアグリビジネス大賞を決定
します。
【応募方法】
●本会報の申込書より資料・応募シートを取得し、応募締切日までに郵送してください。

『農業経営者』読者の会 会報

31
月

日（日）

トップに聴く！2009年の食農業界
「目線のそろう異業種がネットワークすること」これは本
誌の基本テーマの一つです。2009年、農業と農産物流通の
業界再編が本格化するこの年、全国大会では業界を代表
する経営者２人に記念講演をお願いします。松尾雅彦氏
（カルビー㈱相談役・日本スナックシリアルフーズ協会会
長）には「先進国日本農業のこれからの姿（仮）」、堀内信介
氏（イーサポートリンク㈱及び㈱農業支援 代表取締役）
には「日本の青果流通の新しい形（仮）」の講演を交渉中！

32
月

日（月）

「日本人が作った」ブランドを世界へ！
農業を目指す若者たちに、未来の夢を示すのが、これま
で実践のなかで日本農業を変革してきた本誌読者の役
割です。
「 Made by Japanese（日本人が作った)」という
良質なブランド農産物が、世界に通用する価格で供給で
きれば大きなビジネスチャンスがあります。さらに最高
級品としての国内農産物の価値をさらに上げることに
なります。2009年2月のロシア沿海州への海外視察ツ
アーの報告と、本誌読者の海外での実践報告により、そ
の可能性を読者とともに議論します！

会場未定

33
月

日（火）

参加申込と資料請求をご希望のかたは、
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記念講演

日本農業の
NEXT STAGE
カルビー㈱相談役
日本スナック・シリアルフーズ協会会長

㈱農業支援

代表取締役社長
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松尾雅彦氏 堀内信介氏（交渉中）
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世界を虜にするニッポン農業
〜先駆者たちから学ぶ、農産物輸出と
Made by Japaneseの戦略〜
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「ロシア沿海州でのMade by Japanese
を検討する視察ツアー」報告会
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海外で農業経営を実践する読者たちに
よるパネルディスカッション
［参加予定：（農）和郷園・木村博一氏、木村農園・木村慎一氏、ほか］
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AGRIBUSINESS GRANDPRIX2009

アグリビジネス大賞

農業経営者が自らのビジネスプランをプレゼンテーション！
ここからマーケット本位の農業事業を創出します。

定例セミナーのご案内・参加申込書
第 28 回

1月16日（金）16：00〜18：00

㈱インフォマート

代表取締役社長

村上勝照氏

会場：㈱農業技術通信社内セミナールーム

（むらかみ・かつてる）

フード業界の売れる営業とは？
20,000名の営業マン支援でわかったこと

PROFILE

生産者や食品メーカーなど売り手企業と、百貨店や外食企業など買い手企
業をネットで結び商談できる「FOODS Info Mart」。全国約5,000社、
フード業界担当者20,000名が活用しているこのシステムをゼロから立ち
上げ、数千社の売り手企業の営業マンをサポートしてきた村上勝照氏が、
フード業界で求められる「売れる営業」をわかりやすく解説する。

インターネットを使った企業間電子

1965 年生まれ。百貨店のバイヤーが
商談に苦労していることに着想し
て、98 年㈱インフォマートを設立。
取引プラットフォーム「FOODS Info
Mart」を立ち上げる。06 年東証マザ
ーズに上場。現在、市場規模は月間取
引高が約 356 億円、取扱商品は 18
万品目に達している。

ロシア沿海州でのMade by Japaneseを検討する視察ツアー
〜厳冬期のウラジオストックだから見えるMade by Japaneseの可能性〜

視察場所：ロシア沿海州ウラジオストック
＊ロシア沿海州農業局・沿海州野菜栽培試験場、ウスリースク米栽培試験場、ホロリ地区、総領事館訪問他

日程：2009年2月1日（日）〜5日（木）
参加費用：320,000円（新潟発 2名1室利用）
＊上記旅行代金には付加運賃・料金（燃油サーチャージ12月現在7,340円）、ロシア査証申請費用並び
に査証取得代行手数料（10,500円）は含まれておりません。別途お支払いください。

申込締切：1月10日（土）

◎セミナー参加申込
■参加を希望する項目に

月刊『農業経営者』

して、必要事項をご記入下さい。

〈セミナー〉

定期購読者

無料

〈セミナー終了後の懇親会〉

□ 1/16(金） 村上勝照氏（16：00〜18：00）

□ 参加（18：00〜20：00）

※セミナー受講料は定期購読者無料、一般参加者 5,000 円です。
※セミナー終了後には、懇親会（会費 1,000 円）を予定しております。

◎定期購読申込
■いずれかに

して、必要事項をご記入下さい。

□ 1 年（12 冊） 18,000 円
□ 2 年（24 冊） 33,000 円
□ 3 年（36 冊） 45,000 円
※本誌セミナー（年22回）参加料込（一般5,000円／回）
※本誌セミナー全音声ダウンロード
（年22回）込

◎資料請求
□ 2/1(日)〜2/5(木）

厳冬期のウラジオストックだから見えるMade by Japaneseの可能性

□ 3/1(日）〜3/3(火）

全国大会

□ AGRIBUSINESS GRANDPRIX 2009 アグリビジネス大賞（応募シートが同封されています）
□ 3/3(火）〜3/6(木） FOODEX JAPAN2009
会社名
農場名

お名前

TEL

E-mail

FAX

□ セミナー音声聴講パスワード希望
ご住所

〒

お申込方法

FAX 0120 - 410 - 359 まで送信してください。

（『農業経営者』HP http://www.farm-biz.co.jp/ からもお申込できます）

お問合せ/（株）農業技術通信社「農業経営者」読者の会 事務局TEL 0120-555-184
※セミナーへの無料参加は、定期購読1件につき、1名様までです。2名様以上でお申込される場合、2人目より2,000円をいただきます。予めご了承下さい。

