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【お問合せ先】 宮崎県食品開発センター
（食品開発部 おいしさ評価分科会）

TEL 0985-74-2060 　FAX 0985-74-4488
メール kanai-yuki@pref.miyazaki.lg.jp （担当：金井）

勉強会
1から始める

食の官能評価セミナー第1回

　宮崎県食品開発センターでは、食品の風味や食感、香り等を客観的に評価する手法の研究に取
り組んでおり、この度、「1から始める食品の客観的評価」勉強会を開催いたします。多数の方の御
参加を心からお待ちしております。

吉田 浩一氏  アルファ・モス・ジャパン株式会社 代表取締役
よしだ　　　こういち

講師
【経　歴】
「電子嗅覚・味覚・視覚システム」等の販売、アプリケーション開発に約20年
携わる傍ら、現在では広く官能評価事業（官能評価とその機器分析的なアプ
ローチの両面）を手掛ける。官能評価QDA法については、2004年から開発
者のDr.Herbert Stoneとのセミナーやコンサルを通じて国内に拡大

【出版物】
「超五感センサの開発最前線」（2005年、共著）
「各種事例から学ぶ官能評価」（2008年、共著）
「実践事例で学ぶ官能評価」（2016年、共著）

食品の客観的評価 

【対象】食品企業・デザイナー等

おいしさ・リサーチラボによる官能評価味覚センサー等による機器分析

他社との差別化を図りたい方
商品の特徴を分かりやすく説明したい方
商品の風味等を客観的に評価したい方
品質管理のための官能評価を実施したい方
評価データの見える化に興味がある
デザイナー など

定員100名 定員100名 WEBセミナー13：30～15：1510月20日火令和2年

サテライト会場：宮崎県工業技術センター（大研修室） 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

（※1）個別相談会は、食品の機器分析や官能評価について、宮崎県食品開発セン
ター職員等がサテライト会場にて個別に御相談をお伺いするものです。相談内容を
聞き取り、後日個別に回答させていただく場合がございます。また、希望者数によっ
ては、相談時間が短くなることや、相談までお待ちいただく場合もございますので、
御容赦ください。

1 おいしさ評価分科会の紹介
２ 講演会「機器分析と官能評価を組み合わせた
　　　　　　　　　　　食品の客観的評価について」
　　　　アルファ・モス・ジャパン株式会社　吉田 浩一 氏
３ 宮崎県食品開発センターにおける食品評価の取組事例
※終了後（15:15～）希望者のみサテライト会場で個別相談会※1を開催します

みやざき新産業創出研究会
　おいしさ評価分科会
　デザイン開発分科会 共催

※サテライト会場（定員50名）での視聴も行えます！



工業技術センター
食品開発センター

【お問合せ先】 宮崎県食品開発センター
（食品開発部 おいしさ評価分科会）

TEL 0985-74-2060 　FAX 0985-74-4488
メール kanai-yuki@pref.miyazaki.lg.jp （担当：金井）

「1から始める食品の客観的評価 勉強会」
■参加申込書

企業・団体名

業　種

所在地

メール
アドレス

個別相談会

おいしさ評価
分科会への
入会について

※（自由記入欄） 商品開発や品質管理等に関して相談したいことなど、自由に記入してください。

□ 希望する

□ 食品関連　□ デザイン関連　□ 公設試　□ その他（　　　　　　　　　　　　　）

□ 入会する

氏名
（ふりがな）

参加方法

（ふりがな）

※後日、WEBセミナーへのアクセス方法等のメールをお送りします。

〒
電話

事前申し込みによる先着順とさせていただきます。以下フォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
また、「おいしさ評価分科会への入会」も是非よろしくお願いします。

QRコードでの
お申し込み

【メールフォーム】
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/OxuVjOUJ

※会場は、感染予防の対策を実施いたします。
※当日はマスクの着用及び手指の消毒をお願いします。
※37.5度以上の発熱など風邪の症状が見られる方の御参加は御遠慮ください。
※当日は事前に検温を行ってください。検温をされていない方は受付で検温を実施する場
合がございます。

※感染拡大の状況によっては、やむを得ずサテライト開催を中止する可能性がございます。

※講演内容等は、都合により変更になる場合がございます。御容赦ください。
※感染拡大の状況によっては、やむを得ず勉強会の開催を中止する可能性がございます。
その場合は、お申込者の皆様にメールにてお知らせし、宮崎県食品開発センターホーム
ページでお知らせします。

※当日システム障害が発生した場合、勉強会を中止させていただく場合もございます。

サテライト会場・個別相談会へご参加の皆さまへ
（新型コロナウイルス感染症への対応について）

WEBセミナーにご参加の皆さまへ

その他の注意事項

所属

・おいしさ評価分科会では、おいしさ評価（食品の官能評価や機器分析により、その食品が持つ
風味や香り等の特徴又は品質を数値化し、評価することをいいます。）に関する手法及びその
活用について、普及並びに会員の知識及び技術の向上を図ることを目的とし、勉強会等を開
催いたします。会員の対象は、宮崎県内に事務所を置く食品関連企業等で、会費は無料です。

・おいしさ評価分科会URL　https://www.iri.pref.miyazaki.jp/?p=3495
・本申込みに併せて、この分科会にご加入いただける場合は、右の「入会する」にチェックをい
れてください。この場合、本申込書は分科会の入会届を兼ねるものとし、申込書にご記入い
ただいた情報は、おいしさ評価分科会の運営及び事業実施のために必要な範囲で使用させ
ていただきます。

・なお、本勉強会の参加者と分科会申込者が異なる場合、チェックはせずに、別途おいしさ評
価分科会入会届のご提出をお願いします。

・サテライト会場での個別相談を希望する場合はチェックを入れてください。

（PC等推奨環境）
サテライト
会場

サテライト
会場

10月15日（木）までにメールフォームまたはFAXにてお申し込みください。

※本セミナーは、ウェブ会議システム（Cisco Webex meetings）を
利用したオンラインセミナーです。

※パソコン等の推奨環境については、右のQRコードよりご確認くだ
さい。基本的にはネットワーク設定や操作方法等のお問合せへの
対応はいたしかねますのでご容赦ください。

□ WEBセミナーへ参加する　　 □サテライト会場に来場する

（FAX 0985-74-4488）



参加
無料

デザイナー・食品企業のための
官能評価データ活用 

食の官能評価セミナー第2回

【お問合せ先】 宮崎県工業技術センター
（企画・デザイン部 デザイン開発分科会）

TEL 0985-74-4311 　FAX 0985-74-4488
メール nishihara-reiko1@pref.miyazaki.lg.jp （担当：西原）

　宮崎県食品開発センター「おいしさ・リサーチラボ」では、食品の風味や食感、香り等を客観的に評価する
「官能評価」に関する研究を実施するとともに、その「官能評価データ」を販売促進ツールなどに展開する取
組を行っております。
　この度、官能評価データを効果的に活用していただくため、県内デザイナーや食品企業の皆様向けのセミ
ナーを開催することとしました。デザイナーの方は「官能評価データの見える化」にぜひ取り組んでいただ
けたらと思います。ご参加を心からお待ちしております。

上野 晃治氏  合同会社スクエア・マーケティング 代表
うえの　　　こうじ

講師

1 おいしさ・リサーチラボ概要
2 エビデンス・マーケティングについて
3 官能評価データを見える化する手法に関して
　　（講演者：chigood.design 関屋千草氏）
4 機能性を謳う食品についての注意点

【経　歴】
　広告代理店の株式会社大広にて25年以上にわたりマーケティング関連業務に従事し、2019年合同会社スクエア・マーケ
ティングを設立。食品業界を中心に、広告コミュニケーション領域のみならず、商品開発や販売戦略、経営戦略といった領域も
サポート。中でも通信販売業務にいち早く取組み、通販サポート実績は20年以上に及ぶ。
九州マーケティング協会業務推進委員、「マーケティングアイズ」編集委員、マーケティング大賞九州地区選考委員等を歴任。
日本マーケティング協会認定マーケティングマスター。

1日目 1日目 

13：30～16：0011月9日 月

5 ワークショップ

6 発表・講評と質疑応答

9：00～12：0011月10日火

※県内企業が開発した商品の官能評価データを元にポ
ジショニングやターゲット設定を行います。ワーク
ショップで出たアイディアは、当該企業が商品開発等
に活用することがございます。

※ワークショップはデザイナーのみの参加となります。

官能評価に興味がある方（食品企業等）官能評価に興味がある方（食品企業等） 県内デザイナー 定員12名 県内デザイナー 定員12名 
官能評価データの見える化に興味がある方
パッケージや販促ツールの制作が得意な方
デザインの新しい取り組みをしたい方
マーケティングを学びたい方

他社との差別化を図りたい方
商品の特徴を分かりやすく説明したい方
商品の風味等を客観的に評価したい方
品質管理のための官能評価を実施したい方

令和2年 令和2年

セミナー

みやざき新産業創出研究会
　おいしさ評価分科会
　デザイン開発分科会 共催

1日目1日目 2日目2日目 とも参加可能1日目1日目 WEBセミナーのみ参加可能

サテライト会場：宮崎県工業技術センター（大研修室）
宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

会場：おいしさ・リサーチラボ 他
宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

定員100名 定員100名 WEBセミナー 2日目 2日目 定員12名 定員12名 ワークショップ（集合型）

※サテライト会場（定員50名）での視聴も行えます！



「デザイナー・食品企業のための官能評価データ活用セミナー」

【お問合せ先】 宮崎県工業技術センター
（企画・デザイン部 デザイン開発分科会）

TEL 0985-74-4311 　FAX 0985-74-4488
メール nishihara-reiko1@pref.miyazaki.lg.jp （担当：西原）

2日目
ワークショップ

1日目
WEBセミナー

□ WEBセミナーへ参加する
□サテライト会場に来場する

□ 参加する

・1日目のWEBセミナーに参加した、デザイン事業者、デザイナー方のみご参加いただけます。
ワークショップのみの参加は出来ません。

・おいしさ・リサーチラボで官能評価体験を予定しております。評価室（個室）の都合により、先
着12名様までとさせていただきます。

・県内企業が開発した商品の官能評価データを元にポジショニングやターゲット設定を行い、
キーワードや言葉によるアウトプットを行います。ノートパソコンやイラストレータ等のソフ
トは不要です。
・ワークショップで出たアイディアは、当該企業が商品開発等に活用することがございます。

・デザイナー、食品企業、食の官能評価に興味がある方などがご参加いた
だけます。

・サテライト会場（宮崎県工業技術センター 大研修室）の定員は50名程
度となります。

デザイナーの方のみ
ご参加いただけます

工業技術センター
食品開発センター

■参加申込書

企業・団体名

業　種

所在地

メール
アドレス

□ 食品関連　□ デザイン関連　□ 公設試　□ その他（　　　　　　　　　　　　　）

氏名

（ふりがな）

（ふりがな）

※後日、WEBセミナーへのアクセス方法等のメールをお送りします。

〒

電話

QRコードでの
お申し込み

【メールフォーム】
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/WkRPiRxt

※会場は、感染予防の対策を実施いたします。
※当日はマスクの着用及び手指の消毒をお願いします。
※37.5度以上の発熱など風邪の症状が見られる方の御参加は御遠慮ください。
※当日は事前に検温を行ってください。検温をされていない方は受付で検温を実施する場
合がございます。

※感染拡大の状況によっては、やむを得ず「サテライト開催の中止」や「ワークショップの集
合型からWEBへの変更」の可能性がございます。

※講演内容等は、都合により変更になる場合がございます。御容赦ください。
※感染拡大の状況によっては、やむを得ずセミナーの開催を中止する可能性がございま
す。その場合は、お申込者の皆様にメールにてお知らせし、宮崎県工業技術センター
ホームページでお知らせします。

※当日システム障害が発生した場合、セミナーを中止させていただく場合もございます。

サテライト会場・ワークショップへご参加の皆さまへ
（新型コロナウイルス感染症への対応について）

WEBセミナーにご参加の皆さまへ

その他の注意事項

所属

（PC等推奨環境）
サテライト
会場

サテライト
会場

10月30日（金）までにメールフォームまたはFAXにてお申し込みください。

※本セミナーは、ウェブ会議システム（Cisco Webex meetings）を
利用したオンラインセミナーです。

※パソコン等の推奨環境については、右のQRコードよりご確認くだ
さい。基本的にはネットワーク設定や操作方法等のお問合せへの
対応はいたしかねますのでご容赦ください。

（FAX 0985-74-4488）

事前申し込みによる先着順とさせていただきます。以下フォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。


