
農商工等連携対策支援事業＇事業化・市場化支援事業（　【採択件数：１２８件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 日本ドアコーポレーション株式会社 北海道札幌市 北海道産木材を使用したエクステリア製品＇ガレージドア及び多目的ハウス（の開発

北海道－２ 北海道三祐株式会社 北海道札幌市 コケ植物による屋外緑化製品の開発・製造・販売

北海道－３ オサダ農機株式会社 北海道富良野市 生食用スイートコーンの自動収穫機開発・導入による収穫量増加と労働環境の改善

東北－１ 田子かわむらアグリサービス有限会社 青森県三戸郡田子町 田子町産にんにくを低温熟成処理した｢琥珀にんにく｣加工品の製造・販売

東北－２ 食菜八幸 青森県黒石市
青森の健康・栄養３根菜＇ヤーコン、菊芋・アピオス（を活用した安心・安全・おいしい｢雪むろ漬物｣
の開発・販売

東北－３ 秋田印刷製本株式会社 秋田県秋田市 包装開発と地元農家の栽培管理による高付加価値化した｢単一農家米｣の販路拡大

東北－４ 秋田銘醸株式会社 秋田県湯沢市
地域で流通する生産履歴の明確な加工用米を用いた、トレーサビリティ清酒｢まるごと秋田清酒｣の
開発

東北－５ 有限会社フラワート 秋田県由利本荘市 秋田県産花材によるプリザーブドフラワーの生産および、国内外向け、販売事業

東北－６ 奥田建設株式会社 宮城県仙台市 生ワサビの販路拡大及びワサビ加工品開発等による「薬莱ワサビ」のブランド化

東北－７ みどりの農業協同組合 宮城県遠田郡美里町 米どころ宮城大崎の米と熊本人吉「球磨焼酎」の土甕製法でつくる本格米焼酎の開発・販売

東北－８ グリーンライブ株式会社 宮城県栗原市 地場野菜の旨みを生かした漬物のセミドライ加工食品の開発・製造と販路拡大

東北－９ 株式会社貝茶舗 宮城県大崎市 減農薬・減化学肥料の古代米を活用した餡とスイーツと菓子類の開発・販売

東北－１０ 東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市 山形県産特別栽培・新銘柄米から生まれた新製法・プレミアム米菓の開発・販売

東北－１１ 畳屋道場株式会社 山形県寒河江市
熊本県八代産「い草」による高品質な畳表を使った国産畳の企画開発とその施行販売ネットワーク
の構築

東北－１２ 山形県農村工業農業協同組合連合会 山形県酒田市
山形県酒田市飛島産の「炭火焼・天日干しとび魚」を使った高級「絶品とび魚だし＇ストレートつゆ（」
の試作開発・販路拡大

東北－１３ 有限会社グローバルアイ 山形県鶴岡市 山形県庄内地方の｢最上紅花若菜｣を使った粉末健康飲料の開発・製造の事業化

東北－１４ 有限会社しぶや 山形県東根市 山形県庄内産地魚を活用した“やまがた天然地魚漬け”の開発とブランド化事業

東北－１５ 有限会社半澤鶏卵 山形県天童市
安全性に配慮した飼料で育てた｢純国産鶏を使った新たなスナック感覚の鶏肉加工食品の開発と
販路開拓

東北－１６ 有限会社たくみまさの 山形県最上郡金山町 “最上杉”の間伐材を利用した、組立て自在なエクステリア＇パーゴラ等（の商品化と販路拡大

東北－１７ 有限会社峰の雪酒造場 福島県喜多方市
会津産栃の木の蜂蜜による国産ミード酒＇蜂蜜酒（Aize Meadの開発とブランディング」にかかる販
路開拓事業

東北－１８ 株式会社川俣町農業振興公社 福島県川俣町 ｢川俣シャモ」のおいしさを最高に引き出した新しい食味の焼き加工品の開発

東北－１９ 有限会社仲田種苗園 福島県石川郡石川町
｢生物多様性を重視した３Ｄ対応＇エクステリア・壁面・屋上（緑化システムの開発とブランディング・
販路開拓

東北－２０ 有限会社餡のおおすか 福島県会津若松市 あんこ革命「新食感・新形状・餡ペースト商品」の開発・販売とブランド確立

東北－２１ 遠野産業振興事業協同組合 福島県いわき市 いわきの太陽と天然酵素を使った肥料で育てた“自然派トマトソース”の開発と販売促進

関東－１ 有限会社筑波ハム 茨城県つくば市 新品種豚「つくば豚」の開発とつくば豚活用商品の開発・販売

関東－２ 株式会社奥久慈屋　吉餅 茨城県久慈郡大子町 奥久慈産「常陸大黒」を使った菓子シリーズの開発と販売

関東－３ 有限会社黒田養蜂園 栃木県鹿沼市 トマトなどの農産物と、各農産物に合うはちみつを使用した加工食品の開発及び販売

関東－４ 株式会社アドテックス 群馬県高崎市
高級シイタケや各種キノコが増産できる周年栽培方法の確立とシステム販売、およびそのシステム
で栽培したきのこ類の販売、ブランド化

関東－５ 株式会社栗原商店 群馬県伊勢崎市 ホウレンソウ生産システムの実用化・販売および、品質の良いホウレンソウの生産と周年安定販売

関東－６ 黒臼洋蘭園 埼玉県さいたま市 未利用エネルギーを活用した胡蝶蘭再生循環型ビジネスモデルの構築

関東－７ 山本食品工業株式会社 埼玉県行田市 国内産「竹しょうが」を用いた新ブランド漬物商品の開発及び販売

関東－８ 有限会社ちぐさ 埼玉県春日部市 「春日部完熟梨」を加工した梨あんを使い、梨の食感と風味が楽しめる和菓子商品群の開発・販売

関東－９ 前田食品株式会社 埼玉県幸手市
埼玉県産・減農薬・減化学肥料にこだわり、特定生産者の顔が見える新たな小麦粉製品群の開発・
販売

関東－１０ 厚川産業株式会社 埼玉県吉川市 桐材の機能強化による新しいインテリア生活雑貨商品及び建材の開発・販売

関東－１１ 有限会社田舎家 千葉県成田市 甘納糖など加工品開発による「伏姫みかん」のブランド化

関東－１２ 株式会社にしばら葉彩 千葉県君津市 水耕栽培等を含む施設栽培の生産管理・生産支援システムの開発と販売

関東－１３ 株式会社コープミート千葉 千葉県匝瑳市
食肉加工業者と野菜生産者の連携による未活用野菜の商品化を目的とした「千産千消 」推進事業
の展開

関東－１４ 有限会社廣瀬造園 千葉県香取市 苔植物を利用した薄型緑化商品＇モスフレックス＇仮称（（の開発、製造及び販売

関東－１５ 有限会社椎名人工孵化場 千葉県山武郡横芝光町 孵化用親合鴨及び合鴨農法活用合鴨を活用した加工食品の製造・販売

関東－１６ 株式会社アンプリー 東京都中央区 丸ごと桑と月見草をブレンド加工した高機能食品の開発・販売と永源寺地域農業の活性化

関東－１７ ヘンリーブロス株式会社 東京都港区 沼津漁港水揚げ「活〆生ゴマサバ」のブランド構築と普及事業

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－１８ 株式会社南国酒家 東京都渋谷区 Sサイズ天然エゾアワビによる干しあわびの開発・普及事業

関東－１９ 株式会社水越 東京都北区 船橋産のホンビノス貝を使った調理加工品の製造販売とブランド化事業

関東－２０ マルアキフーズ株式会社 神奈川県横浜市 神奈川県産新品種西洋野菜を使った、飲食店向けカット野菜の開発・販売

関東－２１ 五味醤油株式会社 山梨県甲府市 甲州手前味噌づくりによる食育事業と、塩分濃度別味噌の開発と販売

関東－２２ 山一産業株式会社 山梨県富士吉田市 有機農法による「赤大豆」を用いた土産品開発・販売

関東－２３ 大和葡萄酒株式会社 山梨県甲州市 貝殻に含有する天然ミネラル成分を活用した甲州種による高品質白ワインの開発・販売

関東－２４ ひるがみ温泉株式会社 長野県下伊那郡阿智村 薬酒残渣を活用して飼育した地鶏を材料とした特産品開発事業

関東－２５ 株式会社アクト・フォ 静岡県静岡市 生茶葉の蒸熱排出蒸気を利用した天然由来の緑茶芳香蒸留水の開発と販売

関東－２６ 株式会社エス・マルシェ 静岡県静岡市
寒ブリのナショナル・ブランド魚化に向けた養殖ブリの生産・加工及び冷凍による新たな流通形態の
構築

関東－２７ 株式会社ゲネシス 静岡県榛原郡吉田町 食品循環資源を活用したオーダーメイド飼料の開発と普及

関東－２８ 森下建設株式会社 静岡県周智郡森町 「小型モザイカルチャー」の開発と販売

中部－１ 株式会社ネオナチュラル 愛知県名古屋市 有機栽培のへちまを使用した自然派化粧品の製造・販売事業

中部－２ 株式会社プロセスセンター 愛知県名古屋市
北海道産特別栽培小麦のふすまを有効活用した糖分ゼロ・低糖質・低カロリーパンの製造・販売事
業

中部－３ 株式会社ミールズ 愛知県名古屋市 再生した農地でつくる野菜を原料にした介護用ペースト食品の製造・販売事業

中部－４ 丸中ゴム工業株式会社 愛知県名古屋市
日当たりと乾燥に強いスナゴケを活用した省メンテナンス屋上緑化用人工芝一体型シートの製造・
販売事業

中部－５ 山眞産業株式会社 愛知県名古屋市 農薬を使用しない食用栽培されたバラを活用したペースト・シロップ等の製造・販売事業

中部－６ 株式会社四季 愛知県名古屋市 愛知県三河産米を有効活用した無添加米粉ピザの製造・販売事業

中部－７ ジャパンファースト株式会社 愛知県岡崎市 種子島産安納芋を使ったスイーツの製造・販売事業

中部－８ 株式会社杉浦醸造所 愛知県岡崎市 岡崎産黒大豆を使用した黒大豆醤油「いなひめ」を中心とする調味料シリーズの製造・販売事業

中部－９ 株式会社ブランディング 愛知県半田市 新品種赤いハート型の実がなる木「ハートツリー」の生産・販売事業

中部－１０ 中日精工株式会社 愛知県豊川市 三河杉を高圧蒸気処理により射出成型した消臭インテリア商品の製造・販売事業

中部－１１ 株式会社リーフ 愛知県豊橋市 胡蝶蘭全国市場シェアトップの豊橋市にて行う低価格小型胡蝶蘭の生産・販売事業

中部－１２ ＡＢＳ株式会社 愛知県東海市 高白度蒟蒻芋を活用した糖質制限食品の製造・販売事業

中部－１３ 日本製薬工業株式会社 愛知県小牧市 北海道在来種のピンクにんにくを活用した健康食品の製造・販売事業

中部－１４ 株式会社亀屋 愛知県一宮市 木曽川産「超極早生玉葱」を活用したベジタブル＆フルーツスイーツの開発、製造及び販売事業

中部－１５ 正プラス株式会社 岐阜県高山市 飛騨高山産の未利用枝葉等を有効利用して抽出したアロマオイル等の製造・販売事業

中部－１６ 株式会社和仁農園 岐阜県高山市 奥飛騨の農園と老舗温泉旅館が連携した新たな体験型サービス、商品の開発・販売事業

中部－１７ 有限会社和幸 岐阜県岐阜市 岐阜県産の淡水魚「大ます」の希尐な切り身加工品による地産地消商品の製造販売事業

中部－１８ 有限会社とり沢 岐阜県海津市
岐阜県飼料米添加飼料で育てた奥美濃古地鶏の加工食品「お米の奥美濃古地鶏シリーズ」の製
造・販売事業

中部－１９ ＯＫＫＯ真珠株式会社 三重県伊勢市 養殖真珠の代替核としてセラミックス核を活用した宝飾品・アクセサリーの製造・販売事業

中部－２０ 有限会社すぎもと農園 三重県御浜市 三重県産セミノール種青みかん等を活用したドリンクの製造・販売事業

中部－２１ 株式会社北陸リビング社 石川県能美市 加賀地域の木材を活用した各種新サービスの提供によるログハウスの普及・販売事業

中部－２２ 株式会社マナーハウス 富山県富山市 富山県産六条大麦を利用した新感覚な麦芽炭酸飲料の開発・販売事業

中部－２３ 立山酒造株式会社 富山県砺波市 トレーサビリティを確立した無濾過純米酒と純米酒ベースの梅酒の製造・販売事業

近畿－１ 株式会社アジチファーム 福井県福井市 未利用里芋＇親芋（を活用した里芋製品の開発・製造・販売

近畿－２ マルカワみそ株式会社 福井県越前市 国産大豆を１００％使用し、化学調味料を使用しない有機みその加工品開発・販売事業

近畿－３ 日本アドバンストアグリ株式会社 滋賀県長浜市 ＨＥＦＬ照明 を用いた“育苗装置”の開発・販売および“ＨＧ苗 ”の栽培と販売

近畿－４ 有限会社菓匠禄兵衛 滋賀県長浜市 「滋賀羽二重糯」を使用した“豆大福”等の開発・販売

近畿－５ 株式会社三徳 滋賀県長浜市 びわ湖固有種“ビワマス”を活用した“ビワサーモンの炙り棒寿司”等の開発・販売

近畿－６ 有限会社びわこ食品 滋賀県高島市 滋賀県産の特別栽培農産物であるヤーコン、コリンキー、自然薯等の漬物の開発・販売

近畿－７ 農事組合法人近江農産組合 滋賀県東近江市
水耕栽培の葉物野菜と鮒寿司由来の植物性「新規乳酸菌ＳＵ－６」を活用したキムチ・浅漬漬物の
開発・製造・販売
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近畿－８ 滋賀総菜事業協同組合 滋賀県大津市 滋賀県産の人参・馬鈴薯等を使用したボイル・低温蒸野菜セットの開発・販売

近畿－９ 株式会社ワタセ 滋賀県近江八幡市
へちま繊維を活用した新クッション材の開発とへちま・麻等の天然繊維を用い快適さを高めた寝装
品の開発と販売

近畿－１０ 株式会社山城屋 京都府京都市 京都産の金ごま・大豆・京野菜を使用した京都ブランド商品の企画・販売

近畿－１１ 株式会社西出製茶場
京都府綴喜郡宇治田原
町

京都府産深蒸し被覆茶(ひふくちゃ)を使用した宇治茶では新しい茶葉であるかぶせ日数をコント
ロールした「京ふか冠茶」の開発・販売

近畿－１２ 株式会社加悦ファーマーズライス 京都府与謝郡与謝野町 伊根の養殖ブリ、マダイを活用した新しい米飯加工品の開発・販売

近畿－１３ 丹後織物工業組合 京都府京丹後市 地域資源である京丹後茶のポリフェノールと絹セリシンを活用した新商品の開発・販売

近畿－１４ 株式会社ユーティ化粧品 大阪府大阪市 沖縄宮古島産アロエベラを使用した新化粧品及び原料の製造販売

近畿－１５ ブランケネーゼ株式会社 大阪府池田市
フリーズドライを用いた農作物の未利用部分の野菜パウダー製造と、それを用いた加工食品の開
発・製造・販売事業

近畿－１６ 有限会社エス・エフ・スピリッツ 大阪府堺市 大分県産に特化した国産100％の白胡麻と唐辛子を使用した加工食品の開発・販売

近畿－１７ 昭栄堂製菓株式会社 兵庫県神戸市 兵庫県産いちじく「おのこまち」の未利用品を活用した菓子類の開発・製造・販売

近畿－１８ 株式会社うずのくに南あわじ 兵庫県南あわじ市
移動型低木鉢植果樹および野菜を使った体験農園プログラム・加工品・レストランメニューの開発・
販売

近畿－１９ 大徳醤油株式会社 兵庫県養父市 養父市産の有機野菜と有機醤油を用いた有機ドレッシング等の加工食品製造・販売事業

近畿－２０ 有限会社播磨海洋牧場 兵庫県姫路市
播磨灘・家島産ガザミを使い播磨海洋牧場の独自技術と監視システムで「高級料理用はりかい蟹
＇脱皮ガザミ（」の開発・販売

近畿－２１ 日乃本食産株式会社 兵庫県三田市 丹波産・三田産栗の未利用分を活用する新しい地域ブランド商品の開発・製造・販売

近畿－２２ 株式会社西山酒造場 兵庫県丹波市 甘酒と相性の良いヨーグルトの組合せによる新しい健康飲料の開発と販売

近畿－２３ 株式会社クレコス 奈良県奈良市 自然農法で栽培する大和茶を使用した自然派化粧品の開発・製造・販売

近畿－２４ 石井物産株式会社 奈良県五條市 奈良県産柿の有効利用に資する新商品の開発・製造及び販売事業

近畿－２５ 有限会社可吉 和歌山県有田市 和歌山県・紀ノ川「香り鮎＇吉宗献上鮎（」を使った鮎の加工食品の開発・販売

近畿－２６ 株式会社ふみこ農園 和歌山県有田市
紀州特産である柿の規格外品を利用した新商品「柿っ娘」及び「柿っ娘」関連商品の開発・製造・販
売

中国－１ 株式会社ゼンヤクノー 鳥取県鳥取市 鳥取県産はと麦を活用したはと麦粥及びはと麦茶等の販路開拓と味付きはと麦粥の試作実験

中国－２ 株式会社エムコ 鳥取県境港市 「熟成黒ニンニク」を活用した、健康食品及び調味原料の販路開拓

中国－３ 有限会社田中農場 鳥取県八頭町 特別栽培農産物の白ねぎを活用した「野菜酢＇仮称：白ねぎ酢（」等の開発及び販売

中国－４ 株式会社海産物松村 島根県出雲市 荒布＇あらめ（を中心とした隠岐海藻の資源を活用し佃煮など加工品等の製造・販売

中国－５ 海洋建設株式会社 岡山県倉敷市 貝殻を利用した藻場や干潟等の海域環境を改善・修復する製品の開発及び販路開拓

中国－６ 株式会社山豊 広島県広島市 広島菜を使ったキムチ風広島菜漬および関連製品の販路開拓

中国－７ 川中醤油株式会社 広島県広島市 川根産柚子を活用した柚子加工品の開発・販路拡大

中国－８ 大阪屋食品有限会社 広島県福山市 独自技術「プレフライ製法」と「減農薬栽培こんにゃく芋」を活用したヘルシー焼きコロッケの開発

中国－９ ふるさと萩食品協同組合 山口県萩市
【萩の地魚もったいないＰＪ】
萩産　多獲性・低利用度魚種を原料とした新規商材開発と販路開拓

中国－１０ エムテックス有限会社 山口県柳井市 柳井産の自然薯や米粉を活用した「自然薯麺」「自然薯スナック菓子」等の開発および販路拡大

四国－１ 株式会社かみかついっきゅう 徳島県上勝町 上勝町の薬草を活かした料理教室等の健康づくりプログラムの開発・製造・販売

四国－２ 株式会社マエダ 愛媛県宇和島市 食物繊維及びギャバの豊富な裸麦粉及びミックス粉の開発・製造・販売

四国－３ 株式会社オカベ 愛媛県伊予市 愛媛県産ちりめん・煮干し等を活用した、添加物を使用しない減塩煎餅の開発・製造・販売

四国－４ 株式会社遠藤青汁 愛媛県松山市 完熟トマトの「トマト酢」と青汁を活用したトマト酢青汁加工品の開発・製造・販売

四国－５ 有限会社進藤重晴商店 愛媛県四国中央市 愛媛県産柑橘を活用した食品素材及び加工食品の開発・製造・販売

四国－６ 有限会社タカシン水産 高知県高知市 高知県沖で水揚げされる鮮魚を活用した冷凍水産加工品の開発・製造・販売

九州－１ 大村湾水産加工品販売株式会社 福岡県福岡市 大村湾産ナマコを用いた新規スキンケア・ヘアケア商品「ＫＢシリーズ」の販売及び販路開拓

九州－２ 株式会社西日本冷食 福岡県福岡市 シャコを飼料に活用した高付加価値うなぎの生産と加工製品等の開発及び販路開拓

九州－３ 京食品株式会社 福岡県福岡市 介護食市場などに向けた、硬さの調整が出来る卵焼きペーストの販売、商品の開発

九州－４ 有限会社野菜王国 福岡県福岡市
自然薯を使ったとろろ商品の販売促進事業と、その他の山芋を使ったとろろ商品の開発及び販売
促進事業

九州－５ 有限会社金子植物苑 福岡県久留米市 国内ではじめて生産から加工まで行うバニラビーンズの試作、開発および販路開拓

九州－６ 有限会社西岡養蜂園 熊本県八代市 園芸農家のニーズに対応した短期花粉交配用ミツバチパッケージの開発、製造及び販売



農商工等連携対策支援事業＇事業化・市場化支援事業（　【採択件数：１２８件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

平成２４年度新事業活動促進支援補助金　　採択事業一覧

九州－７ 株式会社ムクノ 大分県中津市 いちじくを活用した健康志向食品の開発及び販売

九州－８ 宇佐パン粉有限会社 大分県宇佐市 パン用小麦ミナミノカオリを使用した冷凍パン等の商品開発と販路拡大

沖縄－１ (株)久米島物産公社 沖縄県久米島町 久米島産農水産物を活用した加工食品の製造・販売とブランド化事業

沖縄－２ (有)丸市ミート 沖縄県浦添市 豊かな自然を活かした飼育環境による｢寿豚｣のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化再構築及び商品開発と販路拡大

沖縄－３ (株)かわまん商店 沖縄県浦添市 八重山地域の水産資源を活用した鮮魚・加工品の商品開発及び流通体制の構築

農商工等連携対策支援事業＇連携体構築支援事業＇支援機関型（（　【採択件数：７件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１
一般社団法人北海道中小企業家同友会
とかち支部

北海道帯広市 ものづくりの事例・実践から学ぶ、「地域間連携」「十勝ブランド」創造・発信プロジェクト

北海道－２ 一般社団法人オホーツク・テロワール 北海道紋別市
オホーツク地域の地域資源を活用した新たな農商工連携の取り組みを創出すべく、商品開発及び
ビジネスマッチングに向けたセミナー並びにマーケッティング調査等を実施

東北
特定非営利活動法人未来産業創造おお
さき

宮城県大崎市 内発型の産業育成を目指して＇地域と農の絆づくり（

関東－１
特定非営利活動法人農商工連携サポー
トセンター

東京都千代田区 「第２回食農サービス起業塾」及び「ちよだ食農マッチングフェア」の開催

関東－２ 一般社団法人愛される商品開発会議 東京都中央区 地域に利益と雇用を創出する「愛される商品・サービス」開発支援プロジェクト

近畿
特定非営利活動法人未利用資源事業化
研究会

京都府京都市 未利用資源を活用した農商工等連携事業の創出

九州 一般社団法人鹿児島県工業倶楽部 鹿児島県鹿児島市
農商工等連携事業を促進するため中小企業と農林漁業者の交流の機会を提供するとともに、指
導・助言を行う。


