
地域資源活用新事業展開支援事業（地域資源活用売れる商品づくり支援事業）　【採択件数：２６１件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社鈴木商会 北海道苫小牧市 リサイクル原料を利用し、エネルギー消費量を抑えた製造法によるアルミ製品AC４CHの開発・販売

北海道－２ 株式会社エルコム 北海道札幌市 超小型ゴミ圧縮機の開発・販売

北海道－３ 株式会社岡田鉄工所 北海道札幌市 包装フィルム袋の液漏れ検査装置の開発・販売

北海道－４ 株式会社遠藤組 北海道むかわ町 北海道・むかわ町産のシーベリーを活用した加工食品の開発・販売

東北－１ 有限会社田向商店 青森県青森市 アブラツノザメの未利用部位を活用した「機能性素材」（粉末）の開発・販売

東北－２ ミリオン株式会社 青森県青森市
ながいもに含まれるタンパク質成分（デオスコリンＡ）の抗ウィルス活性機能を保持した加工食品の
開発および販売

東北－３ 有限会社イシオカ工芸 青森県弘前市
「津軽塗」伝統の研ぎ出し技術と新たな柄付け技術を活用した、現代のライフスタイルに合うモダン
な食器、インテリア製品の商品開発と販路拡大

東北－４ 有限会社ゆめりんご 青森県弘前市
名峰岩木山とその裾野に広がるりんご園地帯の有機的連携による体験型観光農園事業の開発・販
売と運営

東北－５ 株式会社駒嶺商店 青森県風間浦村
津軽海峡産「活〆あんこう」の独自流通システムの開発と「あんこう鍋セット」、加工品等の開発及び
販売

東北－６ 有限会社十和田乗馬倶楽部 青森県十和田市
世界唯一となる改良馬「新单部馬」を活用した、レジャーホース乗馬プログラムによる、観光乗馬ラ
ンド事業の展開とブランド確立

東北－７ 有限会社アラコウ水産 青森県平内町 「産地加工」による平内産(陸奥湾産)ホタテ・ナマコの加工食品シリーズの開発販売

東北－８ 株式会社バンブーコーポレーション 秋田県能代市 秋田杉材および和風空間の海外への販路拡大

東北－９ 白神手づくり工房有限会社 秋田県能代市
世界遺産白神山地から生まれた乳酸菌「作々楽」を発酵させた甘酒培養物の開発・粉末化及び甘
酒培養物を使用した漬物＜白神作々楽＞の製造、販売とブランド化の構築

東北－１０ 株式会社藤木伝四郎商店 秋田県仙北市 樺細工の“型もの”加工技法を活かしたテーブルウェアの開発と市場開拓

東北－１１ 有限会社冨岡商店 秋田県仙北市 樺細工を活用した“モダン・ジャパン”デザインによるインテリア製品の開発・販売

東北－１２ 秋田銘醸株式会社 秋田県湯沢市
世界唯一となる高濃度米糠ＧＡＢＡ抽出技術を活用した商品開発・販売による、品質No.1ＧＡＢＡ商
品としてのブランド確立

東北－１３ 株式会社浅利佐助商店 秋田県鹿角市
比内地鶏がらを最大限まで有効活用した新製法高濃度スープ等を活用した新商品の開発及び販
路開拓

東北－１４ 北秋田WATOGA協同組合 秋田県北秋田市 地域資源「珪藻土」と地域で培われた「縫製技術」との連携による「珪藻土アイテム」の開発と販売

東北－１５ 株式会社大館工芸社 秋田県大館市 秋田杉のスライス材を活用した高齢者向け曲げわっぱ食器の開発

東北－１６ 菊地合板木工株式会社 秋田県五城目町 欧州のライフスタイルに合わせた障子スクリーン等の家具、インテリアの開発と販路開拓

東北－１７ 株式会社阿部亀商店 宮城県塩釜市 カツオ魚肉軟化加工技術を活用したカツオ魚肉商品の開発及び販売

東北－１８ 米富繊維株式会社 山形県山辺町
ニット交編技術を活用した高付加価値ファッション商品の開発と販路開拓～オリジナルニット・ツ
ウィードのブランド化～

東北－１９ 肘折温泉郷振興株式会社 山形県大蔵村
カルデラの中にある秘境肘折温泉の特性と自然環境を活かした現代版湯治システム開発～肘折温
泉ワールドの構築～

東北－２０ 株式会社ミールサービス 山形県上山市 山形県産米と発芽胚芽米を使った高機能粥状食品の開発及び販売

東北－２１ 株式会社米沢食肉公社 山形県米沢市 完全管理型トレーサビリティシステムを活用した米沢牛加工食品の開発

東北－２２ あぶくま食品株式会社 福島県伊達市 福島県産若桃を独自製法で加工した「グリーンピーチのコンポート」の開発および市場開拓

東北－２３ 株式会社松竹工芸社 福島県西郷村 会津桐を活用した壁紙の開発及び販路開拓事業

東北－２４ 福島寝装株式会社 福島県川俣町
広幅紬織り布団絹生地の製品化とオーダーメイドシステムを活用した真綿入り高級絹布団の製造
販売

東北－２５ ラボット・プランナー株式会社 福島県郡山市
独自の近自然乾燥・不燃処理技術による、高機能性木材及び不燃木材の開発・製造・販売とブラン
ド確立

関東－１ 小松水産株式会社 茨城県
日立市 久慈浜シラスのブランド化と久慈浜シラス関連商品の開発と販売

関東－２ 株式会社十王銘産観光 茨城県
日立市 日立市のポポーを活用した関連商品の開発・販売による町おこし事業

関東－３ 駒村清明堂 茨城県
石岡市 地元栽培菊などを用いた手作りお香の開発

関東－４ 奥順株式会社 茨城県結城市
二千年の歴史を有する結城紬の特性と技術を生かした、高級ホームウェア・インテリア用品等の新
商品開発と販売

関東－５ 株式会社魚の宿まるみつ 茨城県
北茨城市 あんこう等を活用した漁師料理のパッケージ商品開発・販売

関東－６ いなり工房ＩＳＡＧＯ 茨城県
笠間市 「笠間のプレミアム稲荷寿司」の開発及びブランド化による地域活性化事業

関東－７ 株式会社安部 茨城県
かすみがうら市
霞ヶ浦水産物（鯉、ナマズ、わかさぎ、白魚、エビ等）と「芽バス」蓮根等を活用した蓮根加工商品の
開発と販売

関東－８ 株式会社ふじ屋 茨城県
桜川市 地域農産物等を活用した高級プリンとプリンを応用したスイーツ商品の開発販売

関東－９ コモリ食品 茨城県
鉾田市
食べやすい鯉の加工食品の開発及び販売
～鯉の生産量日本一の復活を目指して～

関東－１０ 朝倉染布株式会社 群馬県桐生市 撥水機能を活かしたアイデア商品の製造販売

関東－１１ イヅハラ産業株式会社 群馬県桐生市 特許技術「フリル織」を活用した、高付加価値なフリル製品の事業化

関東－１２ 株式会社松井ニット技研 群馬県桐生市 アート性と機能性を両立した「マルチカラーストライプ衣料」の製造・販売

平成２４年度新事業活動促進支援補助金　　採択事業一覧
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関東－１３ 株式会社黒沢レース 群馬県
伊勢崎市 群馬の織物、編み物技術を生かした事業者向け内装材の開発・販売

関東－１４ 株式会社クリマ 群馬県
伊勢崎市 群馬の豚肉を用いた“氷室氷温熟成豚肉”およびその製品の開発とブランド化

関東－１５ 根岸物産株式会社 群馬県
藤岡市
地域資源を活用した「リング麺（仮称）」の開発・販売及びリング麺を活用した調味済商品の開発・販
売

関東－１６ 上牧温泉旅館協同組合 群馬県
利根郡
みなかみ町
上牧（かみもく）温泉旅館と地域観光事業者によるアクティビティプログラム「かみもくテラピー」の開
発・実施プロジェクト

関東－１７ 新啓織物 埼玉県
秩父市 秩父銘仙の技術を活かした新市場開拓事業

関東－１８ 有限会社鈴仙 埼玉県草加市
地域皮革関連業者ネットワークを活用したハイクラスブランド・普及ブランド展開による地域活性化
事業

関東－１９ 晴雲酒造株式会社 埼玉県比企郡小川町 『小川酒蔵漬けの素』の開発と素を活用した小川町特産品開発販売プロジェクト

関東－２０ 株式会社ファームネットジャパン 千葉県香取市 千葉県産豚を活用したパーティー用骨付きハムおよびサラダセットの新開発と販売事業

関東－２１ 田谷ミートセンター株式会社 千葉県
香取郡
東庄町 「ちばの豚」と「ちばの肉牛」の特殊部位を使用した食肉加工品の開発

関東－２２ 有限会社廣瀬染工場 東京都
新宿区 東京染小紋を使ったビジネス向け新ブランド「粋」の開発

関東－２３ 株式会社椿 東京都
大島町 大島産のツバキ油１００％で作る生搾り食用油の開発と販売

関東－２４ 株式会社冲セキ 神奈川県
川崎市 かわさきガラス活用のお墓づくり・市場開拓を契機とした川崎ガラス工芸の活性化事業

関東－２５ 小田原蒲鉾協同組合 神奈川県小田原市 未利用の地魚と地元間伐材を活用した新しい小田原かまぼこの開発事業

関東－２６ 株式会社美松 新潟県長岡市 新潟県の米粉を利用したお菓子の開発及び販売

関東－２７ 山﨑醸造株式会社 新潟県
小千谷市 新潟米を使用した米こうじを核にした、調味料等の商品開発と販売

関東－２８ 白州屋まめ吉株式会社 山梨県
北杜市 青臭さのない大豆加工飲料の商品化と展開

関東－２９ 株式会社ルミエール 山梨県
笛吹市 山梨県産食材の魅力を最大限に引き出す本格スパークリングワイン

関東－３０ 株式会社マルトウ 長野県長野市 手軽に調理できるトッピング素材としての味付けきのこの事業化

関東－３１ 有限会社関島水引店 長野県
飯田市 伝統産業である飯田水引を活用したバッグ等の開発・製造・販売事業

関東－３２ 株式会社龍門堂 長野県塩尻市 食洗機などの電気調理関連機器対応の木製木曽漆器飯椀の開発と事業化

関東－３３ 有限会社丸嘉小坂漆器店 長野県
塩尻市 木曽漆器４００年の歴史と伝統技術を生かした、ガラスへの漆塗りによる洋風漆器の開発事業

関東－３４ 酒井産業株式会社 長野県
塩尻市 信州の木工品生産技術と国産材を活かした子供向け木育のキット及び教材の販売事業

関東－３５ マルオカ工業株式会社 長野県
木曽郡
木祖村 木曽の木材・木工芸を活用した「新和風額縁」事業化プロジェクト

関東－３６ 榎本株式会社 静岡県
浜松市
ストレッチデニムを始めとする天然素材を活用した着物用広巾織物及び実用着物等の開発と市場
開拓

関東－３７ 有限会社福田織物 静岡県富士市
綿細番手をコアにした、軽量コーデュロイを含めたスーパーエキストラファインテキスタイルの事業
化

関東－３８ 株式会社タジマモーターコーポレーション 静岡県磐田市 地域密着型コミューターベースシャーシの開発および販売

関東－３９ 株式会社やま八 静岡県焼津市 マグロの刺身加工時に発生する切粉を活用した新しい料理用食材・素材の開発と販売

関東－４０ 株式会社鶴田屋本舗 静岡県
掛川市 江戸時代の製法によるあめ玉を軸とした「よこすかしろ」を使用した新たな菓子類の開発及び販売

関東－４１ 株式会社山益製作所 静岡県
榛原郡
吉田町 焙煎の過程を楽しむことが出来る茶専門店向け小型焙煎機の開発及び販売と静岡茶の販売促進

中部－１ 株式会社オカベカミコン 愛知県名古屋市
接着・スジ入れ加工技術を活用した一体型プラスチック製折り畳み式中仕切り製品の製造販売事
業

中部－２ 愛知ドビー株式会社 愛知県名古屋市 密封性を極限まで高め「無水調理」が可能な鋳物製ホーロー鍋「バーミキュラ」の製造販売事業

中部－３ 川上産業株式会社 愛知県名古屋市 有色再生原料をほぼ100％活用し、機能性、美粧性を高めたカラー気泡緩衝材の製造・販売事業

中部－４ 有限会社ファナビス 愛知県岡崎市 三河のがら紡（和紡績糸）に柿渋染めを施したバッグや衣類を中心とした商品群の製造販売

中部－５
株式会社安震
(共同申請者：イイダ産業株式会社)

愛知県岡崎市 プラスチック製品の製造技術を活用した墓石・石像用耐震ゲル「はかもり」の製造販売事業

中部－６ 聖新陶芸株式会社 愛知県瀬戸市 細工の自由度を活かしたデザイン性の高い瀬戸焼セラミック製スピーカーの製造販売事業

中部－７ 有限会社竹堂園 愛知県瀬戸市 瀬戸焼の技法を活用してピンホール等の削減を実現した名入れ子ども食器等の製造販売事業

中部－８ 株式会社タネイ 愛知県豊川市 刺し子織の三河木綿を使用したバッグ・袋物など新分野商品の製造・販売事業

中部－９ 中央製乳株式会社 愛知県豊橋市 愛知県産加工用トマトを使用した『愛知で育ったとまとのあいす』等の製造販売事業

中部－１０
株式会社古久根
（共同申請：コクネ製作株式会社）

愛知県碧单市
表面実装機(チップマウンター）、充填包装機、一般工作機械などの高速･高精度化を支える鋳物製
フレームの製造･販売事業

中部－１１ 澤田酒造株式会社 愛知県常滑市 江戸時代の製法を再現し知多の清酒「白老」と「佐布里の梅」を原材料とした梅酒の製造販売

中部－１２ ＣＳＳ株式会社 愛知県岩倉市
既存の紋紙データを汎用的に活用できるジャカード織機コントローラ『ＡＯシリーズ』および、それと
一体化した新型ダイレクトジャカード装置等の開発製造販売事業
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中部－１３ 本多プラス株式会社 愛知県新城市 メタリック調の外観を実現したブロー成形によるプラスチック製容器の製造販売事業

中部－１４ 三栄製綱株式会社 愛知県蒲郡市 ＬＥＤチューブライト入り「光る繊維ロープ」の製造販売事業

中部－１５ 小塚毛織株式会社 愛知県一宮市
温水で洗い流すだけで汚れが落ちるなどの特性を持ったポーラル構造の新テキスタイル製品の製
造・販売事業

中部－１６ 株式会社ビーファースト 愛知県春日井市 春日井サボテンを用いたシャンプーなど化粧品類の開発・製造・販売事業

中部－１７
株式会社共栄洋晒工場
（共同申請：株式会社栄徳）

愛知県西尾市
染色溶解技術を活用した普通火災から油火災まで対応可能な投てき型簡易消火用具の製造販売
事業

中部－１８ 有限会社オーパ・クラフト 愛知県大府市 ＦＲＰの積層技術を活用し、転覆防止用フロートの装着を可能にした小型船艇の製造販売事業

中部－１９ 油圧機工業有限会社 愛知県西尾市 アルミニウム鋳造品リサイクル工程の全自動化を実現させる廃材自動切断機の製造・販売事業

中部－２０ 株式会社キタニ 岐阜県高山市
木工技術に加え、「張り」のノウハウを生かした、伝統的デンマーク家具のリプロダクト家具ならびに
北欧風オリジナル家具の製造・販売事業

中部－２１ 株式会社木馬舎 岐阜県高山市 食事姿勢を正しく保つ「食のための椅子」及び周辺家具の製造販売事業

中部－２２ 有限会社トータスランナーズコンサルト 岐阜県高山市 高地という立地を活かした御嶽山での体験高地トレーニング宿泊パックの開発と販売事業

中部－２３ 有限会社ミサト工業 岐阜県郡上市
軸受製造技術を活用して独自のしなりを持たせた、毛抜き等のコスメ・美容雑貨シリーズの製造・販
売事業

中部－２４ 八幡化成株式会社 岐阜県郡上市
独自工法「デザインメジャーメント射出法」により、エラストマー樹脂で一体成形されたデザイン性の
高い生活関連雑貨の製造・販売事業

中部－２５ 家田紙工株式会社 岐阜県岐阜市
美濃手漉き和紙の伝統技法及び和紙加工の独自技術を使用して、美濃手漉き和紙の特徴を活か
し、「和」の伝統と「モダン」なアートセンスを加味した、「美濃手漉き透かし和紙」「水うちわ」「屋外用
和紙提灯」の製造・販売事業

中部－２６ 有限会社大橋量器 岐阜県大垣市 大垣の枡でつくったインテリア雑貨商品など、新商品シリーズの製造販売事業

中部－２７ 株式会社ティーエヌコーポレーション 岐阜県可児市 耐熱ガラスを原料とした軽量で意匠の自由度が高く、天然石の白さを実現したタイルの製造販売

中部－２８ 株式会社ヤマセ 岐阜県土岐市
美濃焼の配合技術を生かした焼かない機能性内装タイル「呼吸する土壁シリーズ」の製造販売事
業

中部－２９ 株式会社吉村ニット 岐阜県本巣市 縫製技術とプリント技術による創作自社ブランド商品「yoshi  yoshi  by pj」の製造と販売

中部－３０ 飛騨フォレスト株式会社 岐阜県下呂市 東濃桧を活用した「ひのき畳」による「畳ベッド」など畳家具の製造販売

中部－３１ 余語匣鉢株式会社 岐阜県多治見市
美濃焼の技術を用いたリチウムイオン電池正極材等を焼成する際に使用されるセラミックス製の容
器（匣鉢（こうばち））の製造・販売

中部－３２ 株式会社田中金属製作所 岐阜県山県市 「美山の水栓バルブ」技術を活用した空気混合式高機能シャワーヘッド等の開発・製造および販売

中部－３３ 株式会社深山 岐阜県瑞浪市
製土技術・設計技術・焼成技術を活用した、自社一貫生産の鋳込み製法による用途別仕切皿「仕
切り」の開発・製造・販売

中部－３４
株式会社岩田鉄工所
（共同申請：株式会社アイ・ティー・ケー）

岐阜県羽島市 精密加工技術を活用した電動伸縮杖の製造・販売事業

中部－３５ 日本セキソー株式会社 岐阜県中津川市
精度の高い積層段ボールの加工技術による、耐水性・防炎性に優れた反りの尐ない段ボール製大
判ボード「白パネル」シリーズの開発製造・販売事業

中部－３６ 奥野食品株式会社 三重県松阪市 三重県産大豆に納豆製造技術を活かした納豆惣菜・納豆スイーツの開発販売事業

中部－３７
株式会社中野
（共同申請者：合資会社中野商店）

三重県松阪市 伝統的な静置発酵製法を活用して副成分まで発酵させた酢ドリンクの製造・販売事業

中部－３８ 有限会社牧野商店 三重県松阪市
三重県産米粉、海藻加工品の特性を活かした「米粉入り、海藻加工品（アオサ、ひじき）入り新こん
にゃくシリーズ」の開発、製造、販売

中部－３９ 株式会社松阪マルシェ 三重県松阪市 伊勢茶の活性化を目指し開発、商品化した『伊勢の和紅茶』シリーズの拡販事業

中部－４０
ミナミ産業株式会社
（共同申請：株式会社クリエイト寿づか）

三重県四日市市
萬古焼を活用した蒸気二重鍋方式「萬来鍋」と地元食材による手づくりキット－萬来シリーズ- の事
業化及び販路開拓

中部－４１ 有限会社若松屋 三重県伊勢市 伊勢かまぼこの製造技術を駆使した「ソフト新魚肉練り商品シリーズ」の開発、販路拡大

中部－４２ 株式会社宮商 石川県金沢市 地域初の「能登天然ブリのたたき」、「能登本マグロのたたき」の商品力向上と販路拡大

中部－４３ 株式会社元湯石屋 石川県金沢市 「薪能」など加賀伝統芸能を鑑賞・体験しながら秘湯深谷温泉でくつろぐ旅行商品の造成

中部－４４ 金田繊維株式会社 石川県能美市 レースの製造技術を活かした立体型高級トーションレースの製造と販路拡大事業

中部－４５ 嶋田陶器株式会社 石川県能美市 九谷焼の技法を活用した食用野菜等育成キット「食卓菜園」の開発及び販路開拓

中部－４６ 寺井レース有限会社 石川県能美郡川北町 編レース技術を活かした防草機能の高い植栽シートの商品開発と販路開拓事業

中部－４７ 株式会社ウチキ 石川県加賀市 バイオマス樹脂を活用した山中漆器の商品開発と販路開拓

中部－４８ 吉田司株式会社 石川県かほく市 メディカルマーケットに向けた機能性サポーターの製造と販路拡大

中部－４９
寺岡畜産株式会社
（共同申請：株式会社フレッシュ金沢）

石川県羽咋郡志賀町 能登牛の特性を活かした「能登牛のしぐれ煮」及び「能登牛のボロネーゼ」の開発と販路展開事業

中部－５０ 有限会社プランドル飯田 石川県河北郡津幡町 しめつけが緩やかなのにずれ落ちにくい体に優しいサポーターの商品開発および販路拡大事業

中部－５１ 株式会社小泉製作所 富山県高岡市
鋳造・切削・調律工程まで、音響工学に基づく音響デザイン設計を導入した高岡銅器「快音ベル」の
製造･販売

中部－５２ 株式会社砺波商店 富山県高岡市 割れない陶器風アルミ食器「アルミック」の製造・販売

中部－５３ 株式会社能作 富山県高岡市
「高岡銅器」の鋳造技術を活用した高純度錫（すず）のキッチンウェアと介護用カトラリー(スプーン、
フォーク、ナイフ等金属製食器)の製造販売
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中部－５４ 株式会社竹中銅器 富山県高岡市
抗菌・防汚性の特殊塗装加工のユーザーセレクションデザイン花器と機能性インテリア商品および
ガラスキャスト建材の製造・販売

中部－５５ 山元醸造株式会社 富山県高岡市 国吉りんごを活用した「越中高岡コロッケソース」の製造・販売

中部－５６ 株式会社二上 富山県高岡市 高岡銅器の鋳造技術を活かした｢真鍮素地仕上げのキッチンおよびリビング用品｣の製造・販売

中部－５７ 天野漆器株式会社 富山県高岡市 異素材（ガラス）と漆・螺鈿の組合せによるテーブルウェア商品の開発

中部－５８ 有限会社モメンタムファクトリー・Orii 富山県高岡市 高岡銅器の現代的着色仕上げ技術を活かした「インテリア用品および建築部材」の製造・販売

中部－５９ 有限会社桂樹舎 富山県富山市 伝統の八尾和紙に撥水・防汚処理を施した和紙製品（インテリア、日用雑貨）の製造･販売

中部－６０ 第一薬品工業株式会社 富山県富山市 フコイダンと冬虫夏草を配合した栄養補助食品「イムノフェリン」の製造・販売

中部－６１
株式会社松井機業場
（共同申請：株式会社松文）

富山県单砺市 新しいインテリアファブリック「しけシルク」のインテリアシェード・スクリーン等の製造販売

中部－６２
株式会社スズニット
（共同申請：有限会社スズルネス）

富山県单砺市
ホールガーメント機でのプレーティング編成による肌に優しい無縫製ハイゲージニット商品の製造・
販売

中部－６３ 株式会社エヌエス・ブレーン 富山県射水市 「ナノ加工技術（防汚、撥水、撥油）を施したアクリル混ニット商品」の製造・販売

中部－６４ 新光硝子工業株式会社 富山県砺波市 高精度な「曲げガラスの加工技術」を活かしたインテリア製品の製造・販売

近畿－１ 山田兄弟製紙株式会社 福井県越前市
越前和紙の技術を用い、河川環境保全に優れたヨシを原料にした環境保全型のヨシ紙の製造及び
販売

近畿－２ 株式会社マツ勘 福井県小浜市 UV樹脂を用いたファッションアイテムとしての若狭塗箸及び関連商品の開発･製造・販売

近畿－３ 株式会社長井 福井県鯖江市 歪みや衝撃に耐えうる弾性・強度を実現させた「カーボン繊維眼鏡フレーム」の開発・製造・販売

近畿－４ かたぎ古香園 滋賀県甲賀市 自然回帰農法による「朝宮茶」を使用した信楽高原紅茶の開発と販売

近畿－５ 株式会社丸九製陶所 滋賀県甲賀市
信楽焼の技術を活用した「インテリア・エクステリアモジュールタイル」とその応用製品の開発・製造・
販売

近畿－６ 有限会社重蔵窯 滋賀県甲賀市 低吸水の信楽焼大物水周り商品（花器・水鉢、手洗い鉢、雤水貯留タンク）の開発・製造・販売

近畿－７ アクアシステム株式会社 滋賀県彦根市 防爆対応エアモータ－式ハンディベーンポンプと制御用自動停止弁の開発・販売

近畿－８ 大西新之助商店 滋賀県
彦根市 近江上布伝統の「羽根巻き捺染」技法を活用した類似性のない麻絣商品の開発と販路開拓

近畿－９ 近江織物株式会社 滋賀県
東近江市 麻織物技術を活かし高機能繊維等で新規織物の開発と、加工・販売

近畿－１０ 株式会社おおまえ 滋賀県東近江市 麻を基調とした麻五重織商品の企画・開発及び販路開拓

近畿－１１ 株式会社イマック 滋賀県
守山市 画像処理用ＬＥＤ光源で培った光学技術を活用した「ポータブル分光検出器」の開発・販売

近畿－１２ 株式会社清原 滋賀県守山市 自社ブランド「和奏」の確立並びにハニカム構造を活用した服飾雑貨商品の開発･販売

近畿－１３ 株式会社園田商店 滋賀県湖单市 近江米を使った脱脂米糠（スフェロゾーム高含有）の開発･販売

近畿－１４ 近江度量衡株式会社 滋賀県
草津市
異方向性特性を持つ金属製弾性体による新たな測定方式を採したタイヤバランサーの開発及び販
売

近畿－１５ 日本黒鉛工業株式会社 滋賀県
大津市
リン酸鉄リチウムイオン電池用の黒鉛新製品「黒鉛導電性塗料を塗布したプライマーコート品」の開
発・製造・販売

近畿－１６ 株式会社カワサキ 滋賀県
近江八幡市 高級希尐木材と木珠生産の技術を活用した「オリジナルレアウッドアクセサリー」の開発・販売

近畿－１７ 協和工業株式会社 滋賀県
東近江市 業界初のカムレバーロック式水道用急速空気弁の開発販売

近畿－１８ 株式会社庵 京都府
京都市 暮らすように旅をする『京町家ステイ』と伝統文化研修『オリジン・アート・プログラム』の提供

近畿－１９ 株式会社髙岡 京都府
京都市 京座布団作りの伝統と技を活用した「おじゃみ座布団」改良商品の開発・製造及び販売

近畿－２０ 高橋練染株式会社 京都府
京都市
プリント染色、整理加工仕上げの一貫技術を活かし高機能性を付加した、「伝統柄をモダンに復刻
したデザイン生地及び関連製品」の開発・製造・販売

近畿－２１ 株式会社細尾 京都府
京都市 西陣織の技術を活かした高級ファブリックの開発と販売

近畿－２２ 株式会社京都紋付 京都府
京都市
「京黒紋付染」の技術を用いた洋装素材への深黒染め並びに、黒染めジーンズ等の開発・製造・販
売

近畿－２３ 小田章株式会社 京都府
京都市
京友禅、西陣織の伝統技術を生かした、1年中ゆかた感覚で着られる新しいきもの（仮称：EVA）の
開発、販売

近畿－２４ カワバタプリント 京都府
京都市 天然素材を用いた新しい染色方法による、繊維染色加工及び色材等の開発･販売

近畿－２５ 鎧廼舎・うさぎ塾 京都府
京都市 超軽量・装着型 手作り鎧兜キット「都よろい（仮称）」の開発と販売

近畿－２６ 株式会社開化堂 京都府
京都市 手作り茶筒の技法による古色加工をした多段構造の精巧な保存容器の開発と販売

近畿－２７ 大東寝具工業株式会社 京都府
京都市
京座布団の製造技術を用い、自由な座姿勢を快適に保つクッション座椅子、及びクッションの開発
と販路開拓

近畿－２８ 農事組合法人グリーン日吉 京都府
单丹市 新丹波黒の栄養成分豊かな漬煮汁を使った「新食感・京・丹波スイーツ」の開発及び販売

近畿－２９ ナカガワ胡粉絵具株式会社 京都府
宇治市
環境問題に適合し、耐候性・安全性・加飾特性・コスト面に優れた無鉛岩絵具の新色開発・生産・販
売

近畿－３０ 株式会社サカグチ・コーポレーション 大阪府
富田林市
業界初 天然もち米醗酵甘味料を使用した、大阪みかんマーマレード及びジャムとフリーズドライ商
品の開発と販売
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近畿－３１ 狭山ホームワーキング株式会社 大阪府
大阪狭山市
横編ニット技術を活かして、今までに無いグラデーションニットの手法を用いた素材と、衣料を中心と
する製品の開発および国内外に向けた販路開拓

近畿－３２ マツバラ金網株式会社 大阪府
松原市 新素材を活用した高密度・高機能性ステンレス製フィルターの開発と販売

近畿－３３ 東亜ニット株式会社 大阪府
松原市 両面選針機を活用した新しい丸編み技術による３Ｄニットの生地および無縫製生地の開発と販売

近畿－３４ 日本電子工業株式会社 大阪府
大阪市 介護業界向け引き戸用新型電気錠（ケアロック）の開発・製造・販売

近畿－３５ 株式会社成願 大阪府
泉单市 特殊製織技術（三層構造特殊ガーゼ織）を駆使した商品の開発及び販売

近畿－３６ 中川織布株式会社 大阪府
貝塚市 ウールタッチの綿織物（ランタッチ）及びランタッチ加工技術を生かしたテキスタイルの開発と販売

近畿－３７ 吉田房織物株式会社 大阪府
泉大津市 国内で最も厳しい船舶向け基準をクリアした有毒ガス難発生・ 難燃カーペットの製造販売

近畿－３８ 株式会社アクト 大阪府
堺市 建設現場の作業性を向上させた「鉄骨造用・基礎アンカーフレーム」の開発･製造及び販売

近畿－３９ 辰巳織布株式会社 大阪府
岸和田市 経（タテ）糸に長・短繊維を併用した今までにない特徴を持った長・短複合織物の開発・販売

近畿－４０ 有限会社ハブ硝子 大阪府
東大阪市 硝子、鏡への打刻と光源の組合せによる、様々なデザインの「発光装飾ガラス」の開発・製造・販売

近畿－４１ 株式会社樽正本店 兵庫県
神戸市 神戸産果物を使用した伝統手法による国産初のゼリーの開発・販売

近畿－４２ 株式会社ＫＥｉＫＡコーポレーション 兵庫県
神戸市 業界初のシームレス・ニットブーツの開発・製造及び国内外への販売

近畿－４３ 株式会社奥谷金網製作所 兵庫県
神戸市 板厚より、小孔径で加工したパンチングメタル「スーパーパンチング」の開発・製造・販売

近畿－４４ 淡路瓦工業組合 兵庫県
单あわじ市 淡路瓦の更なる可能性を求めたシンプル&モダンな新屋根材「軽量いぶし平板瓦」の開発と販売

近畿－４５ 菊川建材株式会社 兵庫県
单あわじ市 淡路瓦の製造工程で排出される不良瓦を有効活用した水質浄化資材の開発・販売

近畿－４６ 平野製麺所 兵庫県
单あわじ市 淡路島伝統の手延素麺技法を活用した「和麺パスタ」及び「サラダ麺」の開発と販売

近畿－４７ 光洋製瓦株式会社 兵庫県
姫路市
銀の馬車道プロジェクトに因んだ体験型産業観光「いぶし瓦の技術を活かした体験プログラム」の
開発と提供

近畿－４８ 株式会社西山酒造場 兵庫県
丹波市
兵庫米と丹波黒大豆・丹波大納言小豆・桃・ブルーベリーを使った“業界初の半熟２段醗酵製法”に
よる『女性好みの美味ほろ酔いリカー』の開発及び販売

近畿－４９ ウエストコーストぐんげ商店街協同組合 兵庫県
淡路市 伊弉諾神宮と共生した「夫婦の郷”淡路”絆ツーリズムプログラム」と観光関連商品の開発・販売

近畿－５０ 有限会社香川ダイカスト工業所 兵庫県
尼崎市 ナノキャスト法を用いた高品質ダイカスト部品の開発と販売

近畿－５１ 株式会社ヤマソロ 兵庫県
小野市 ”算盤”の珠（たま）製造技術を用いたオリジナル家具（スクリーン）の開発、製造及び販売

近畿－５２ 阿江ハンカチーフ株式会社 兵庫県
加東市 クラッシュ加工播州織先染ジャカード生地による日傘の開発および販売

近畿－５３ 株式会社今西清兵衛商店 奈良県
奈良市 ナラノヤエザクラの自然酵母を利用した清酒の開発、製造および販売

近畿－５４ 株式会社墨運堂 奈良県
奈良市 指の感覚と一体化した自由に書ける指筆の開発・販売

近畿－５５ 有限会社井上企画・幡 奈良県
奈良市 麻、綿のかや織り（多重織り）・水通しを活用したワンマイルウェア等の開発・製造・販売

近畿－５６ 今西酒造株式会社 奈良県
桜井市
日本酒のふるさと奈良で地酒造りと伝統文化を楽しむ「日本酒のふるさと三輪ツーリズム」の開発・
提供

近畿－５７ 株式会社島田工務店 奈良県
高市郡
明日香村
飛鳥の棚田と神奈備の郷、明日香村の自然、伝統的生活文化を活用したエコツーリズム「飛鳥帰
農塾プログラム」と関連旅行サービスの開発と提供

近畿－５８ 株式会社鈴木靴下 奈良県
三宅町 肌荒れ予防繊維「米ぬか繊維」を使った商品の開発・販路開拓

近畿－５９ 株式会社サカガワ 奈良県
北葛城郡
上牧町 快適な履き心地の「Re：休」（雪駄）の開発と販売

近畿－６０ 森庄銘木産業株式会社 奈良県
宇陀市 管理型天然乾燥方式の導入により性能表示をした「吉野産磨き丸太」の開発と販売

近畿－６１ 株式会社九重雜賀 和歌山県
岩出市 ゆずの皮入りすし酢（紀州の食文化）及びゆず加工品の開発・販売

近畿－６２ 株式会社紀州ほそ川 和歌山県
みなべ町
梅酢を加工した『梅BX70』を添加する飼料は、畜産（鶏・豚等）、水産物の品質改善（抗酸化性：過酸
化脂質の減尐）の効果発揮と健康食品への展開

近畿－６３ 林撚糸株式会社 和歌山県
橋本市 特殊な撚糸技術を生かした耐熱手袋、耐熱織物生地、耐熱ニット生地の製造、及び用途開発を行う

中国－１ 梅津酒造有限会社 鳥取県北栄町 梅酒用の日本酒に完熟の大梅を２年以上漬け込んだ「良熟梅酒」の海外販路開拓事業

中国－２ 一畑電車株式会社 島根県出雲市
国内最古級車両「デハニ５０形」の体験運転など一畑電車を活用した新しい観光プログラム展開事
業

中国－３ 株式会社ふるさと海士 島根県海士町
隠岐・海士町の地域資源の白いか（剣先いか）、岩がき「春香」を活用した加工商品シリーズによる
「隠岐・海士の島風便」によるブランド構築と販路開拓

中国－４ 有限会社馬野 岡山県岡山市 衣料リフォーム技術を活用した立体縫製によるジャストフィットジーンズの開発及び販路開拓・構築

中国－５ 株式会社かぐらや 岡山県倉敷市 畳緑を使用したおしゃれでファッション性の高い「かぐらやバッグ」の開発および販路開拓

中国－６ 日本綿布株式会社 岡山県井原市 世界初のグラデーションデニム・ファイバーによる高付加価値デニム生地の製造販売

中国－７ 横山製網株式会社 岡山県瀬戸内市 製網技術を活用した海苔の色落ち防止に有効な海苔養殖用施肥具の開発及び販路開拓

中国－８ 株式会社辻本店 岡山県真庭市
季節ごとの仕込が可能な酒造法「菩提もと造り」による、季節の催事「勝山のひな祭り」「勝山けんか
祭り」等に因んだ、味わいの異なる清酒の製造及び販路開拓事業
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中国－９ 丸本酒造株式会社 岡山県浅口市 海外の有機認証を取得した、日本初の「純国産有機（オーガニック）日本酒」の製造及び販路開拓

中国－１０ 株式会社木の里工房木薫 岡山県西粟倉村
「森からこどもの笑顔」をキーワードに、美作材による大型木製遊具・保育家具等の商品開発及び
販路開拓

中国－１１ チューリップ株式会社 広島県広島市
広島針の精密加工技術を活用した「高級手芸針」「オートスレーダー」を開発すること。手芸針の製
造技術を活用した、「電子部品用精密針」を本格的に開発し、電子業界、医療業界、異業種の業界
に参入しこれを事業化していくこと

中国－１２ 丸徳海苔株式会社 広島県広島市 広島の海苔加工技術に、地域素材を融合させた「ご当地味付け海苔」の開発及び、販売促進事業

中国－１３ 川中醤油株式会社 広島県広島市 醤油の製造技術と農産物を活用した、醤油ベースの健康志向ドレッシング等の開発事業

中国－１４ 株式会社三幸産業 広島県広島市 ふりかけの技術を活用した、低アレルゲンの加工食品の開発、販売事業

中国－１５ 有限会社瀬戸鉄工 広島県呉市 「自動車部品製造技術」による、天然素材を使用した「高付加価値の簡便食品」等の開発事業

中国－１６ 株式会社坪川毛筆刷毛製作所 広島県呉市 川尻筆の技術を活用した、画期的な扱い易さと書き易さを持つ「形態安定小筆」の開発、販売事業

中国－１７ 松岡家具製造株式会社 広島県府中市 府中家具の技術を活用した「海外向け高級家具及び、関連商品」の開発事業

中国－１８ ヤマカ醤油株式会社 山口県下関市
下関市の地域産業資源を活用して、地元水産大学校と共同で開発した「ふく魚醤」「くじら醤油」「う
に魚醤」の新規販路開拓を通じて、地域のブランドと伝統食文化である魚醤ブランドの維持向上を
図るもの

四国－１ 株式会社宮崎椅子製作所 徳島県鳴門市
家具・建具の技術を活用したノックダウン方式による木の風合いを活かしたラウンジチェア及びソ
ファの開発・製造・販売

四国－２ ナノミストテクノロジーズ株式会社 徳島県鳴門市 オンラインモニタリング機能を有した超音波霧化分離法による排水処理装置の構築

四国－３ ウマイ株式会社 徳島県鳴門市 徳島県産れんこんを活用した冷製専用麺類（うどん・中華麺・パスタ）の開発・製造・販売

四国－４ あおき製作株式会社 徳島県徳島市 一般機械技術を活用した、鉄骨組立て時の仮溶接を効率化する柱大組仮組装置の販売・開発

四国－５ 株式会社松浦機械製作所 徳島県徳島市 アンテナ方向調整技術およびマイコン制御技術を活用した、中継システムの開発・製造・販売

四国－６ 株式会社ウェル 徳島県北島町 一般機械器具の技術を活用した、蓄熱式基礎暖房システムの開発・施工・販売

四国－７ 森正株式会社 徳島県北島町 仏壇の製造技術を活用した「パーソナル供養」用の祀り用具の開発と販売

四国－８ 藤崎電機株式会社 徳島県阿单市
一般機械器具(ファインケミカル製造用マイクロミストドライヤ)の製造技術を活用した医薬品製造用
マイクロミストドライヤの販路開拓

四国－９ 株式会社トータス 徳島県海陽町 藍染めの効果的染色の新技術を活用したベビー・子供服等の開発・製造・販売

四国－１０ 富士製紙企業組合 徳島県吉野川市 阿波和紙の生産技術を活用したアート向けプリント用和紙の開発・製造・販売

四国－１１ 徳武産業株式会社 香川県さぬき市 縫製品の生産技術を活用した３次元足形測定介護靴の企画開発・製造・販売

四国－１２ マルワ製袋株式会社 香川県さぬき市 プラスチック製品生産技術の活用による「はく離シート兼用包装材」の開発・製造・販売

四国－１３ 株式会社さぬき市ＳＡ公社 香川県さぬき市 香川県産ぶどう「香大農Ｒ－１」を活用した清涼飲料水の開発・製造・販売

四国－１４ 株式会社ゴールド工芸製作所 香川県高松市 木製品の生産に係る技術を活用したテーブルウェア製品の開発・製造・販売

四国－１５ マコーズファクトリー株式会社 香川県高松市 希尐糖を使用したベーグル・イングリッシュマフィンの開発・製造・販売

四国－１６ 富士ダンボール工業株式会社 香川県東かがわ市 ダンボールを活用したアール加工資材による紙管等の開発・製造・販売

四国－１７ 有限会社盛 香川県三豊市 香川本鷹（とうがらし）を活用した調味料の開発・製造・販売

四国－１８ 株式会社工房織座 愛媛県今治市 着尺一列機で織るストールブランド「ＩＴＯ」のアパレル産業への市場調査・ＰＲ・販路開拓

四国－１９ 田中産業株式会社 愛媛県今治市 タオルの生産にかかる技術を活用した、高密度織りによる和モダン雑貨類の開発・製造・販売

四国－２０ 横田タオル株式会社 愛媛県今治市 タオルの生産技術を応用しオーガニックコットンを草木染めにした「草木織」商品の開発・製造・販売

四国－２１ 株式会社別子飴本舗 愛媛県新居浜市 愛媛県産の柑橘及びお茶を使用して開発した新たな飴菓子の販路開拓

四国－２２ 廣瀬製紙株式会社 高知県土佐市 不織布の生産に係る技術を活用したナノファイバー不織布の開発・製造・販売

四国－２３ 北川村ゆず王国株式会社 高知県北川村
柚子を活用した加工食品（飲料用柚子マーマレード）及び飲料（柚子ビネガードリンク）の開発、製
造、販売

四国－２４ 株式会社四万十ドラマ 高知県四万十町 四万十の栗を丸ごと活用した地栗食品の開発・生産・販売

四国－２５ 株式会社アリサワ 高知県香美市
土佐の清酒の生産に係る技術を活用した糖類添加仕込みによる低アルコール酒（清酒、発泡清
酒、リキュール、高酸度酒）の開発・製造・販売

九州－１ 株式会社アッキーフーズ 福岡県糟屋郡新宮町 特許技術によりアカモクから抽出したフコイダンとその加工品の開発及び販路開拓

九州－２ 若波酒造合名会社 福岡県大川市 九州産を中心とした旬の果実のお酒ブランドの開発、販路開拓

九州－３ 有限会社石橋屋 福岡県大牟田市 「手ごねこんにゃく」技術を活用した新たな食品添加材の開発および販路開拓

九州－４ 株式会社トーシン 福岡県大川市 い草に茶染加工を施した茶染畳表と茶染畳表加工商品の開発・販路開拓

九州－５ 株式会社オーラテック 福岡県久留米市
界面活性剤を使用せず水とツバキ油を混合する技術で作るヘアケアローションの販路開拓と、フッ
トケアローションの開発・販路開拓

九州－６ 島崎興産 福岡県大川市 寸法安定化された針葉樹突板及び特殊染色方法（突板・無垢）の開発と販路開拓
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九州－７ 末村窯業有限会社 佐賀県西松浦郡有田町 ＩＨ対応有田焼陶鍋シリーズ製品の研究・開発及びマーケティング調査

九州－８ 株式会社清山
長崎県東彼杵郡波佐見
町

特許技術「セラミックねじ長崎」を活用した陶磁器ボトルの新展開

九州－９ 株式会社山一 長崎県单島原市 島原手延べそうめんの技術を活用し、高校生と取り組む新商品の開発と販路開拓

九州－１０ 吉田産業合資会社 宮崎県日单市 飫肥杉と桧の「ハイブリッド集成材」と「韓屋キット」の生産及び韓国への輸出

九州－１１ 株式会社福山物産 鹿児島県霧島市 「黒酢に含まれるアミノ酸」と「青梅に含まれるクエン酸」を活用した梅黒酢等の商品開発と販路開拓

沖縄－１ (有)楽園の果実 沖縄県宮古島市 宮古島産果実を使ったスイーツ及びカフェメニューの商品開発・販路開拓

沖縄－２ (株)单国食楽Ｚｕ 沖縄県宮古島市 県産ポークを利用したオードブル加工品開発を中心としたブランド構築及び販路開拓

沖縄－３ (株)ポイントピュール 沖縄県久米島町 沖縄の天然成分を生かした医薬部外品の製造・販売事業

沖縄－４ 沖縄子育て良品(株) 沖縄県那覇市 沖縄うまれで母と子のからだときもちにやさしい化粧品・雑貨・食品の開発と販路開拓

沖縄－５ ゆいまーる沖縄(株) 沖縄県浦添市 新しい沖縄工芸品によるテーブルウエア及びライフスタイル雑貨の提案

沖縄－６ (株)フジタカクリエイション 沖縄県沖縄市
沖縄の染織品等工芸品のデザイン・色彩をモチーフにしたバリエーション豊富なプリント商品の開
発・販路開拓

沖縄－７ 糸満観光農園(株) 沖縄県糸満市 糸満市内で生産されるアセロラ、パッションフルーツを利用した新商品開発プロジェクト

沖縄－８ (有)渡具知 沖縄県名護市 沖縄本島北部産シークヮーサー果実を活用した新商品開発による消費拡大推進事業

沖縄－９ (株)ドリームサポート沖縄 沖縄県浦添市 伊江島発！モズクを有効活用した食育ジュース・ゼリー等の製品開発と販売

沖縄－１０ (有)ヨシムラ 沖縄県宜野湾市 ビデンスピローサを活用した化粧品製造・販売及びブランド化事業


