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「楽天
ら く て ん

市場
い ち ば

」における「岐阜・福井合同物産展」の開催について

～ 岐阜県・楽天㈱ 連携プロジェクト ～

岐阜県と楽天㈱の間での包括連携協定締結に基づく連携プロジェクトとして、インターネットショッ

ピングモール「楽天市場」において「岐阜・福井合同物産展」を開催します。「楽天市場」において県物

産展を開催するのは昨年１１月、本年７月に引き続き３回目となります。

今回の物産展は、岐阜・福井県知事懇談会（H22.4）における、ネット販売における両県の連携推進の

合意を受け、福井県と協同で開催するもので、食品や飲料など「両県のうまいもの」を扱う楽天出店店

舗６２店（岐阜県からは３３店）が参加します。岐阜県の肉や野菜などの食材に加えて、福井県の魚や

カニなどの海産物をあわせて販売することにより、物産展ページへの集客と売上げの増加を図ります。

「楽天市場」においては各自治体による物産展が開催されていますが、複数県合同での物産展開催は

全国でも初めての取り組みとなります。

記

１ 「岐阜・福井合同物産展」の概要

楽天㈱の運営する日本最大級のショッピングモール「楽天市場」サイト上に特設ページを設置し、岐

阜・福井両県の「楽天市場」出店業者の取り扱う商材をとりまとめて販売を行います。

（１）期 間

平成２２年１１月２５日（木）～平成２２年１２月２７日（月）までの約１ヶ月間

※お歳暮シーズンに合わせて開催

（２）場 所

「楽天市場」内特設ページ

ＵＲＬ：http://event.rakuten.co.jp/area/fukui_gifu/gourmet/

※催事開始(11/25)までページ閲覧はできません。

○ 画面イメージ（前回（第２回）の物産展ページ）

インターネットでの情報提供

提供予定日 １１月１８日 

・ 商品写真をクリックすると出店店舗へリンク
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（３）出店店舗及び取り扱い商品

○出店店舗数・ジャンル

・総店舗数 ６２店（うち岐阜県店 ３３店、福井県店 ２９店）

・取り扱い商品ジャンル

ジャンル 岐阜県店舗数 福井県店舗数

肉・肉加工品 ５ ３

海産物 ０ １０

スイーツ １７ ２

酒・水・飲料 ３ ２

その他 ８ １２

計 ３３ ２９

○ 店舗及び商品例

（４）誘客・集客方法

・ 岐阜県職員ブログへの各店長のブログ投稿などの企画の実施により、物産展ページの露出とにぎわい

感を創出。

＊取り扱い商品・店舗の例

（肉・肉加工品）

・飛騨牛 【岐阜】 肉のひぐち

・飛騨牛 【岐阜】 飛騨牛・極

・若狭牛 【福井】 若狭牛＆洋風総菜 カワグチ

（海産物）

・越前かに 【福井】 越前かに問屋「ますよね」

・魚 【福井】 海鮮問屋「まるうお」

（スイーツ（和・洋菓子））

・栗きんとん 【岐阜】 南陽軒

・ケーキ、ピザ 【岐阜】 ケーキ・ピッツア工房藁屋

・ベーグル 【岐阜】 エルクアトロギャッツ

（酒・水・飲料）

・地酒 【岐阜】 飛騨乃酒 山車

・地酒 【福井】 北陸福井の地酒「鎌仁商店」

（その他）

・卵・卵製品 【岐阜】 養老の地玉子

・そば 【福井】 越前そばの里

＊全ての品目・店舗は別添資料のとおり

＊集客のための企画

①物産展用の商品やセット商品の造成、特別価格などの実施

②各店舗における自らの顧客へのメルマガ配信等による物産展の告知・ＰＲ

③店長の顔写真及びコメントの掲載による商品販売者の「顔」の見えるページ構築

④岐阜県職員ブログ「来て♪見て♪食べて♪ぎふっ子クラブ（※）」における、期間中の各店長

のブログ投稿によるＰＲ など

※URL：http://plaza.rakuten.co.jp/machi21gifu 



・ 県からは県ホームページ（ぎふポータル）のトップページにリンクバナーを設置するほか、メルマガ

の配信等によるＰＲを実施予定。

・ 楽天からは「まち楽（＊）」との連携により、「まち楽岐阜」からの導線のほか、楽天トップページ

の「まち楽」枠からの誘導や、各ジャンルと連携したバナーの掲載による集客などを実施。

＊楽天上で都道府県の県産品や観光情報を発信するページ

・ 両県の商品を買い回った方を対象に、各県からのプレゼント（飛騨牛及び越前ガニ各５セット）企画

を実施。

２．物産展開催の目的・ねらいについて

○ 成長著しく、国内外に２４時間開かれたオンラインショッピングにおいて、地域イメージのアップ

につながる県産品や農産物等の販売拡大を支援するとともに、県内事業者に売上げ拡大のチャンス

を提供します。

○ 福井県との合同物産展として開催することで、合同物産展という話題性のほか、本県には無いカニ

などの海産物や、福井県における肉やスイーツ、果物など、相互に手薄な地域資源を補完すること

ができ、集客面・売上げでの相乗効果をねらいます。

○ 期間中は、楽天におけるリンクバナーの設置や、両県相互の広報媒体（広報誌、メルマガなど）の

活用によるＰＲによりページの露出・流入を図ります。

３．物産展の開催実績について

（１）「岐阜大物産展」（第１回物産展）

・ 第１回目となる物産展「岐阜大物産展」は平成２１年１１月２５日～１２月２５日の１ヶ月開催。県

産品３２品目を選定し、対象品目を扱う県内外の２５店が参加しました。期間中の参加店舗の総売上

は約７，３００万円でした。

（２）「岐阜県いいもの祭り」（第２回物産展）

・ 第２回目となる物産展「岐阜県いいもの祭り」は平成２２年６月１８日～７月２０日までの１ヶ月開

催。飛騨牛などの県産品をはじめ、ファッションやインテリア、雑貨など様々なジャンルから、県内

の３６店が参加しました。期間中の参加店舗の総売上は約１億５２６０万円でした。



（別紙）

楽天市場における県物産展「岐阜・福井合同物産展」出展品目及び出店店舗

■岐阜県店舗（３３店舗） ■福井県店舗（２９店舗）

（肉・肉加工品）５店舗

○飛騨牛 ・肉のひぐち

○飛騨牛 ・飛騨牛ホルモン大王

○飛騨牛 ・飛騨牛・極

○飛騨牛ほか ・飛騨物産館

○豚肉・卵 ・あなぐまのお家

（スイーツ）１７店舗

○和菓子 ・南陽軒

○和菓子 ・良平堂

○和菓子 ・起き上がり本舗

○和菓子 ・新杵堂

○和菓子 ・夢路本舗

○和菓子 ・銀の茶房・ぶん福

○和菓子 ・あら重

○ケーキ他 ・烏骨鶏本舗

○ケーキ・ピザ ・ケーキ・ピッツァ工房 藁家

○ベーグル ・エルクアトロギャッツ

○ベーグル・スコーン・せいりゅう

○シュークリーム ・夢ごこち・しゅーべーる

○落花生・ナッツ ・ナッツ＆ビーンズ

○はちみつ ・春日養蜂場

○駄菓子 ・飛騨の駄菓子・打保屋

○せんべい ・田中屋せんべい総本家

○飛騨牛まん ・飛騨手造工房・喜八郎

（酒・水・飲料）３店舗

○日本酒・ケーキ ・飛騨乃酒 山車

○日本酒 ・地酒屋

○日本酒 ・清酒蔵元・林本店

（その他）８店舗

○漬物・和菓子 ・やまつ

○コーヒー豆 ・コーヒーばかの店

○食用純金箔 ・食用純金箔・ツキオカ

○生麺・ひやむぎ・山北製麺

○卵・卵製品 ・養老の地玉子

○惣菜 ・プチぐるめ

○スプラウト ・サラダコスモ

○県産食品 ・ぎふモノショップ

（肉・肉加工品）３店舗

○肉・魚・スイーツ ・うまいもの福井『かがみや』

○肉 ・若狭牛＆洋風惣菜 カワグチ

○肉 ・越前のホルモン屋楽天市場店

（海産物）１０店舗

○魚・スイーツ ・越前がに・とらふぐ「喰てみ亭」

○魚 ・越前かに問屋「ますよね」

○魚 ・うまし國倶楽部

○鯖すし、豆腐 ・ふじや食品

○魚 ・海鮮問屋『まるうお』

○魚 ・二代目 魚春 
○魚 ・福井食の工房

○魚・スイーツ ・越前山下屋

○魚 ・越前福井のおいしいお魚屋さん春鮮

○魚 ・越前こばせ

（スイーツ）２店舗

○スイーツ ・ユアーズホテルグルメ shop 
○スイーツ ・サバエ・シティーホテル

（酒・水・飲料）２店舗

○酒 ・北陸福井の地酒「鎌仁商店」

○酒 ・地酒蔵 ＨＡＫＵＫＯＭＡ

（その他）１２店舗

○そば・スイーツ ・越前そばの里

○そば、スイーツ ・リトリートたくら

○そば、魚 ・これがうまいんじゃ大津屋ショップ

○米 ・お米のライズ

○米 ・だいしん米ここひかり

○米 ・老舗の米庵

○梅 ・梅ぼしの福梅・楽天市場店

○らっきょう ・花らっきょうの岡島食品工業

○果物 ・福井くいしんぼ楽天市場店

○つけもの ・手造り本漬物徳兵衛

○漆器 ・漆器久太郎

○こんにゃく ・カマヤ食品 楽天市場店


