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別紙 委託業務内容補足資料 

１．トップシェフによる「福岡の食」プロモーション  

【「福岡の食」プロモーション実施内容】 

  （１）トップシェフが在籍するレストランでの「福岡フェア」開催 

①トップシェフによる産地視察の実施 

②「福岡フェア」開催に係るＰＲ 

（２）トップシェフによる「福岡の食」料理セミナー 

 

＜トップシェフについて＞ 

項 目 内 容 

今回の委託事業

におけるトップ

シェフの定義 

外食業界に大きな影響力を持ち、その人物が県産食材を使用・紹介することによ

り、県産食材の認知度・付加価値が大きく向上する有名シェフ 

（例：坂井宏行シェフ、落合務シェフなど実績、知名度ともに非常に高いシェフ） 

トップシェフの

人数 

料理のジャンルにつき１名×５ジャンルとして５名 

ジャンルは、フレンチ、イタリアン、和食（日本料理）、中国料理（中華料理）、

その他（スペインなど）とする 

 

（１）トップシェフが在籍するレストランでの「福岡フェア」開催 

トップシェフに県産食材を使用した「福岡フェア」の開催を働きかけ、首都圏を中心とした外食事

業者へ「福岡の食」の魅力を発信する。 

 

＜「福岡フェア」の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メニューについて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内 容 

開催場所 首都圏（首都圏外の系列店なども本店が首都圏であれば対象とする） 

開催店舗数 料理ジャンルごとに 1店舗以上（計５店舗以上） 

（フレンチ、イタリアン、和食、中国料理（中華料理）、その他） 

フェア実施期間 委託契約期間中に、各店舗合計４週間以上（２週間×２回でも可） 

「福岡フェア」 

提示 

「福岡フェア」、「福岡県フェア」など、県産食材を使用していることがわかる

フェア名をつける 

項 目 内 容 

使用食材 

メニュー 

について 

・シェフごとに３メニューを考案し、「福岡フェア」実施期間に提供する 

・３メニューの考え方は下記のとおり 

ⅰＰ２県産食材表Ａの中から１種類使用し、１メニューを考案する 

ⅱＰ２県産食材表Ｂの中から１種類使用し、１メニューを考案する 

ⅲＰ２県産食材表ＡＢ記載の食材または他の県産食材で１メニュー考案する 

・ⅲのメニューについては県産酒の提供に代えても可とする 

（県産酒とは福岡県内の酒蔵が生産した、清酒、焼酎、リキュール、ワイン等） 

・ⅲのメニューの使用食材についてⅰ、ⅱで使用したものとの重複は不可とする 
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＜県産食材表＞ 

 Ａ Ｂ 

時期 使用時期が限られる食材 通年使用できる食材 使用時期が限られる食材 通年使用できる食材 

６～８

月 

天然マダイ 

アナゴ 

一本槍 

関門海峡タコ 

ハモ 

 

博多和牛 

はかた地どり 

はかた一番どり 

スイゼンジノリ 

とよみつひめ 

 

博多ぶなしめじ 

エリンギ 

王リンギ 

すぎたけ 

福岡有明のり 

 

９～11

月 

天然マダイ 

アナゴ（10月まで） 

シバエビ・ヨシエビ 

（11月～在庫限り） 

 

とよみつひめ(９月まで) 

秋王（10月下旬～11月中

旬） 

富有柿 

甘うぃ(11月～12月上旬) 

12～３

月 

サワラ 

鐘崎天然とらふく 

糸島かき 

あまおう 

ヘイワード 

たけのこ 

博多な花おいしい菜 

博多蕾菜 (１月中旬～３

月) 

博多なす 

 

＜委託事業者の役割＞ 

 

 

 

 

  

項 目 内 容 

基本的な業務 委託事業者は、各シェフの「福岡フェア」の円滑な開催に向けて、メニュー検討

のためのサンプルの取り寄せやフェア開催に向けたシェフとの連絡・調整等の

必要な活動を行うこと 

フェア開催に係る費用 フェアで使用する県産食材は、フェア参加店の買取とし、メニュー開発用のサン

プル費用や食材の送料（卸を挟まず産地から直送の場合）、メニュー考案料な

どは委託費から支払うこと 

県産食材の仕入れ額 フェアで使用された県産食材の仕入れ額についてトップシェフから聞き取りを行

い、県に報告すること 

県産食材および産地ＰＲ Ｐ４ ②－イ に記載 
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①トップシェフによる産地視察の実施 

「福岡フェア」開催に関連して、トップシェフを県内に招聘し、県産食材の産地視察を実施する。 

 

＜視察の概要＞ 

項 目 内 容 

視察の時期 下記＜時期別視察先一覧＞のいずれか(８～９月、10～11月、１月) 

招聘シェフ数 ５名以上（（１）の「福岡フェア」を開催するトップシェフ＋アシスタント等） 

実施日数 延べ４日間以上（時期や人数を分けてもよい、県と協議の上決定） 

視察産地数 ９～16産地（１日３～４産地、３～４日間） 

視察先産地 県と協議の上決定する 

 

＜委託事業者の役割＞ 

項 目 内 容 

基本的な業務 産地視察の実施に向けて、県及びトップシェフ等との連絡・調整を行う 

視察に係る費用 ・トップシェフおよびアシスタント等の来福にかかる旅費、謝金、視察に係

る諸経費（産地間移動のためのタクシー代、トップシェフの食事費等）に

ついて委託費から支払う 

・同行取材スタッフ（ライターやカメラマン等）の手配に係る費用、視察の

旅費、視察に係る諸経費（産地間移動のためのタクシー代等）について委

託費から支払う 

産地視察の取材手配 Ｐ４ ②－ア に記載 

 

＜時期別視察先一覧＞ 

時期 視察時期が限られる食材 通年視察可能 

８月～９月 はかた地どり、はかた一番どり、天然マダイ、一本槍、アナゴ、

関門海峡タコ、ハモ、とよみつひめ 

博多和牛 

スイゼンジノリ 

博多ぶなしめじ 

エリンギ 

王リンギ 

すぎたけ 

福岡有明のり 

10 月中旬～

11月中旬 

はかた地どり、はかた一番どり、天然マダイ、 

シバエビ・ヨシエビ（11月～） 

秋王（10月下旬～11月中旬）富有柿、 

甘うぃ（11月～12月上旬まで） 

１月中旬～

下旬 

サワラ（糸島特鮮 本鰆）、鐘崎天然とらふく、糸島かき 

あまおう、ヘイワード 

たけのこ、博多な花おいしい菜、博多蕾菜、博多なす 
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②「福岡フェア」開催に係るＰＲについて 

    トップシェフが開催する「福岡フェア」へ誘客を促し、県産農林水産物のＰＲを効果的に行うた

め、３つのことに取り組む 

ア．産地視察時の取材及び記事掲載 

イ．「福岡フェア」の取材及び記事掲載 

ウ．キックオフイベントの開催 

 

ア．産地視察時の取材及び記事掲載 

 ①で実施する産地視察時にライターやカメラマン等を同行させ、トップシェフの視察状況を取材。

産地視察の模様や視察した産地・食材について、主に飲食業界関係者を対象としてＰＲを実施するこ

とで、県産食材への関心を高める。 

項目 内容 

ＰＲ方法 

（いずれか一

つ） 

・飲食業界関係者の多くが読者となる雑誌に特集記事として掲載 

（雑誌の場合はカラー２ページ以上） 

・トップシェフのユーチューブチャンネル等ＳＮＳで配信 

 （ＳＮＳ配信の場合も、専門のライターやカメラマンをつけるなど、動画や記事

の質を保つこと、動画の内容について事前に計画を県に示すこと） 

・その他、同様のＰＲ効果が見込まれる方法にてＰＲ 

取材及びＰＲに

係る費用 

・視察同行取材スタッフ（ライターやカメラマン等）の手配に係る費用、旅費につ

いて委託費から支払うこと 

・ＰＲに係る費用についても委託費から支払うこと 

 

  イ． 「福岡フェア」の取材及び記事掲載 

  各トップシェフによる「福岡フェア」のメニュー決定後、ライター・カメラマン等による取材

を行い、フェアについて飲食業界関係者や一般消費者へ周知を行うことで、県産食材への関心を

高める。 

項目 内容 

ＰＲ方法 

(いずれか一つ） 

・飲食業界関係者や一般消費者の多くが読者となる雑誌に特集記事として掲載 

（雑誌の場合はカラー２ページ以上） 

・トップシェフのユーチューブチャンネル等ＳＮＳで配信 

 （ＳＮＳ配信の場合も、専門のライターやカメラマンをつけるなど、動画や記事

の質を保つこと、動画の内容について事前に計画を県に示すこと） 

・その他、同様のＰＲ効果が見込まれる方法にてＰＲ 

取材及びＰＲに

係る費用 

・取材スタッフ（ライターやカメラマン等）の手配に係る費用、交通費について委

託費から支払う 

・ＰＲに係る費用についても委託費から支払うこと 

ＰＲ素材 ・トップシェフが開発したメニューの写真等について、フェア後に使用権が県に

移るよう手配すること 

・使用権の移行に係る費用についても委託費から支払うこと 
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 ウ．キックオフイベントの開催 

  トップシェフによる「福岡フェア」の開催に伴い、フェアの開催初日に主に首都圏のマスコミやイン

フルエンサーを招いたキックオフイベントを実施することで、首都圏の飲食業界関係者や一般消費者

へフェアの強力なＰＲを図り、誘客を促進する。 

 

＜「福岡フェア」キックオフイベントの概要＞ 

項 目 内 容 

イベントの内容 ・参加トップシェフは考案したフェアメニューを、他の参加者（マスコミやイン

フルエンサー、生産者）にお披露目・紹介し、振る舞う 

・参加ができないトップシェフについては、イベント内でフェアメニューの提供

や紹介のみ行う 

・生産者は、県産品・産地についてインフルエンサーやマスコミにＰＲ 

・インフルエンサーは、イベントや「福岡フェア」の内容についてＳＮＳで発信 

実施日 「福岡フェア」の開催初日 

実施時間 半日程度（準備時間別） 

参加者 合計約 30名（着座形式） 

・（１）「福岡フェア」を行うトップシェフ（２名以上） 

・マスコミ、インフルエンサー 

・県産食材生産者 

（シェフアシスタントや会場スタッフ、事務局などは含まず） 

会場 トップシェフ１名の店舗（予定） 

料理の提供方法 配膳形式 

 

  ＜委託事業者の役割＞ 

項 目 内 容 

基本的な業務 委託事業者は、上記「福岡フェア」キックオフイベントの開催に向けて、各関係

者との連絡調整、イベントのコーディネートを行うこと 

参加者手配 招聘するインフルエンサー、マスコミについては県へ事前に確認を行うこと 

情報発信状況の把

握 

インフルエンサーやマスコミによる情報発信の状況・反響について県に報告する

こと 

ＰＲのための特典 消費者を中心に「福岡フェア」や県産食材への関心をより持ってもらうために、

フェア期間中のレストランの食事券や県産食材のプレゼント企画等を設定し、マ

スコミ、インフルエンサーに福岡フェアのＰＲと同時に拡散させること 

イベント開催に係

る経費 

イベント開催に必要な経費（会場費、サンプル費、試食用食材費、トップシェフ

及び県産食材生産者、インフルエンサー等の旅費、謝金等）は委託費から支払う

こと 
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（２）トップシェフによる「福岡の食」料理セミナー 

首都圏の一般シェフに向けて、トップシェフによる「福岡の食」を使用した料理セミナーを開

催することで、外食事業者への効率的な「福岡の食」のＰＲを行う。 

＜トップシェフによる「福岡の食」料理セミナーの概要＞ 

項 目 内 容 

セミナー内容 ・トップシェフが一般シェフの前で実際に県産食材の調理を行い、「福

岡の食」の魅力や調理方法のポイントなどを紹介 

・セミナー後、一般シェフへアンケート調査を実施（「福岡フェア」実

施意向、興味のある県産食材など） 

セミナー時期 委託契約期間中 

セミナー回数 １日、２回（午前の部、午後の部） 

講師シェフ ・トップシェフ２名以上（午前の部、午後の部で分ける） 

・（１）「福岡フェア」を行うシェフから優先的に選定すること 

・県産食材の調理のコツの他、食材の紹介もシェフにより実施いただ

くこと 

参加一般シェフ 30名／回（合計 60名） 

会場 都内キッチンスタジオや料理学校等（調理が可能な会場） 

使用食材 ・セミナー１回につき県産食材３種類以上は使用すること 

・うち一つは、肉や魚を含むこと 

    

＜委託事業者の役割＞ 

項 目 内 容 

基本的な業務 委託事業者は、上記「トップシェフによる『福岡の食』料理セミナー」

の開催に向けて、各関係者との連絡調整、イベントのコーディネートを

行うこと 

セミナー開催に係る費用 セミナー開催に必要な経費（会場費、食材費、トップシェフの旅費、謝

金等）は委託費から支払うこと 

アンケート実施 ・セミナー実施後、参加した一般シェフへアンケートを実施 

・アンケートの内容については事前に県と協議する 
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２．卸事業者との連携による県産食材の販路拡大  

県産食材を取り扱い可能な卸事業者と連携し、卸事業者から首都圏の外食事業者へ県産食材を販

売・配送する仕組みを構築することで、県産食材の販路を効率的に拡大する。 

 

＜連携する卸事業者の条件＞ 

項目 内容 

事業者について ・食品、乳品、魚類、食肉、酒類など各食品の販売に必要な販売許可・免許を持

っていること 

・県産食材の取り扱いが可能で、県内産地から外食事業者までの配送ルートを手

配・調整できること 

卸事業者数 １社以上（青果、鮮魚、肉類など品目ごとでも可） 

取扱品目 ・博多和牛、天然マダイ、一本槍、八女茶および青果類５品目以上は取扱必須と

する 

・上記食材の取引産地については、県と協議し決定するものとする 

・既に県産食材の取り扱いがある事業者でも可とする（ただし現状の県産食材取

扱品目を示したのち、新規県産食材の取り扱いを２品目追加すること。） 

 

＜卸事業者との販路拡大活動の概要＞ 

項目 内容 

県産食材の販促活

動（①広告） 

・卸事業者が首都圏の外食事業者に向けて福岡県産食材商品の特集広告を行うよ

う取り計らうなど、卸事業者を通じた県産食材の販売促進に取り組むこと 

・販売促進に取り組む内容については事前に県に確認を行うこと 

県産食材の販促活

動（②フェア実施） 

・「福岡の食」を使用した「福岡フェア」を首都圏の飲食事業者３社 15 店舗以

上、各店舗で 4週間以上実施すること（期間は分けてもよい） 

・事業者は１社あたり５店舗以上を運営していること 

・県産食材を使用したメニューを２品以上提供すること 

県産食材の取扱額

要件 

委託期間中の福岡県産食材の取扱額が１千万円以上となるようにする（フェア以

外の継続採用品目についても計上可） 

 

＜委託事業者の役割＞ 

項目 内容 

基本的な業務 委託事業者は、卸事業者との販路拡大活動において、各関係者との連絡調整等を

行うこと 

卸事業者との連携

に係る費用につい

て 

卸事業者の新規品目の導入に係るサンプル費や送料、調査販売、フェア企画・開

催に係るサンプル費や広告費などの費用を委託費より負担すること 

報告事項 卸事業者の県産食材の取扱額について、月次報告および実績報告書にて県へ報告

すること 
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３．老舗和菓子店や全国展開している洋菓子店との連携による県産食材のプロモーション  

老舗和菓子店や全国展開している洋菓子店と連携し、県産食材を使用した菓子商品を販売すること

で、県産食材の販路をさらに拡大する。 

  ※老舗和菓子店とは：創業 30年以上、数代続いて繁盛し、有名になっている店のことを指す 

   

   

＜老舗和菓子店や高級洋菓子店との連携の概要＞ 

項目 内容 

活動内容 老舗和菓子店および全国展開している洋菓子店と連携し、県産食材を使用し

た菓子商品を販売する（例：とらや、カフェコムサなど） 

商品について ・販売する商品は１店舗につき１種類以上とする 

・販売する商品には、県産食材を１品以上使用する 

・提案する県産食材としては、県産の果物（あまおう、とよみつひめ、甘柿、

キウイフルーツ等）を優先して提案する 

販売期間 各１週間以上 

 

＜委託事業者の役割＞ 

項目 内容 

基本的な業務 委託事業者は、老舗和菓子店や全国展開する洋菓子店での県産食材使用商品

の開発、販売に向けて、各関係者との連絡調整等を行うこと 

各菓子店の連携に係る

費用について 

菓子商品開発に係るサンプル費や送料、調査販売、フェア企画・開催に係る

広告費などの費用を委託費より負担すること 

 


