
 

Ｎo.
補助事業者名 都道府県 事業計画名

1
北海道ブランド販路開拓・拡大
実行委員会

北海道札幌市
北海道の「素材」「技術」「地域」の魅力を活かした、食品産業の振
興・育成・販路拡大事業

2 岩手県産株式会社
岩手県
紫波郡矢巾町

岩手県地場産品の見本市・商談会開催による長期的な販路開拓と
商品開発・改善の促進事業

3 山形県ニット工業組合 山形県山形市
ヤマガタニットコレクション2011
地域の技術と伝統、若手人材を活用した山形県産ニットの販路拡大

4
福島県絹人繊織物構造改善工
業組合

福島県
伊達郡川俣町

高級スカーフ地・洋装生地の試作・開発及び展示会（ふくしまのおり
もの展）開催事業

5 BITOWA
福島県
会津若松市

会津塗の伝統技法を活用した、新たな製品開発と販路開拓事業

6
特定非営利活動法人里山の学
校

群馬県利根郡
みなかみ町

「県産木材のほぐし織り」技術を活用した木の汎用製品の開発と事
業化

7 桐生織物協同組合 群馬県桐生市 桐生織物製品による新規販路開拓を目的とした織姫展への出展

8
財団法人桐生地域地場産業振
興センター

群馬県桐生市
ものづくり（匠）とクリエーション（創）の融合、協業による高付加価値
商品の提案
（2011桐生テキスタイルプロモーションショー（桐生TPS））

9
ジャパン・ベストニット・セレク
ション実行委員会

東京都墨田区
出展審査を通過した、全国から選び抜かれた国内ニット製造業者が
一堂に結集する、国内及び海外販路開拓を目的としたニット製品展
「ジャパン・ベストニット・セレクション３ｒｄ edition」の開催

10
日本綿スフ織物工業組合連合
会

東京都港区
産地・機屋（はたや）の顔が見える欧州向けテキスタイル輸出振興
プロジェクト

11
一般社団法人国際認証材利用
促進協議会

東京都品川区
富士山の資源をＣＯ２削減に活用する「トリプル・カーボンマイナス住
宅」普及事業

12 日本江戸クラフト協会 東京都新宿区
江戸小紋の伊勢型紙を活用した江戸の灯製品の開発及び新販路
創造事業

13
築地流通協同有限責任事業組
合

東京都中央区 江戸前穴子を活用した加工食品開発

14 富士吉田織物協同組合
山梨県
富士吉田市

伝統技術に裏づけされた復刻素材の開発と最新情報による新技術
を生かし、今日的な生活者に向け、環境と人に優しい素材作り及
び、素材、インテリア、製品関係の見本市への出展

15 甲府商工会議所 山梨県甲府市
ジュエリー産地山梨・産地ブランド「Koo-fu（クーフー）」の国内および
海外の販路ルート確立事業

16
財団法人山梨県富士川地域地
場産業振興センター

山梨県
南巨摩郡身延町

環境に優しいエコ建築材としての壁紙等の需要拡大事業

平成２２年度
新事業活動促進支援補助金（地域資源活用販路開拓等支援事業）採択一覧
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17 富士吉田商工会議所
山梨県
富士吉田市

海外展開プロジェクト「FUJI FACONNE（フジファソネ）」

18
財団法人山梨県郡内地域地場
産業振興センター

山梨県
富士吉田市

郡内織物を活用した新商品群の販路開拓とブランド化の促進

19
特定非営利活動法人地域生物
資源研究所

静岡県浜松市 廃養鰻池を利用した”どうまん蟹”（トゲノコギリガザミ）の養殖

20
新潟県すし商生活衛生同業組
合

新潟県新潟市
「南蛮エビ醤油で食す新潟の寿司」の海外観光客向け外国語（３ヵ
国語）パンフレットの作成

21
財団法人燕三条地場産業振興
センター

新潟県三条市
関西・東海圏の中小企業とのビジネス連携構築事業（第１３回関西
機械要素技術展への出展）

22 社団法人　富山県繊維協会
富山県
小矢部市

ジャパンクリエーション出展による販路開拓事業

23
社団法人　高岡アルミニウム懇
話会

富山県高岡市
アルミ製品、高岡銅器等を活用した「街づくり活性化アイテム（レスト
ユニット）」の開発及び販路開拓事業

24
財団法人石川県デザインセン
ター

石川県金沢市 地域グッドデザイン商品選定・普及事業

25
株式会社　繊維リソースいしか
わ

石川県金沢市
石川繊維産地の“自販力強化”を目的とした“石川繊維産地展示会”
事業

26 社団法人　石川県食品協会 石川県金沢市 石川の食品オーディション事業

27 能登素材石鹸開発研究会 石川県七尾市
「能登の赤なまこ石けん」の販路開拓に向けた口コミプロモーション
の展開

28 福井県織物工業組合 福井県福井市
ビジネス塾の開催及びＪＦＷ－ジャパンクリエーションＡＷへの出
展、展示商談会の開催

29
「めがねのまち鯖江」元気再生
協議会

福井県鯖江市
「ファッション」を切り口とした新たな製品開発・新規市場開拓による
国内唯一のアイウェア産地「鯖江」の再生プロジェクト～OEM主体の
「作るだけの産地」から「売れるものを創って売る産地」を目指して～

30 愛知県陶器瓦工業組合 愛知県高浜市
環境対応型の商品開発と長期優良住宅向け施工法および壁材とし
ての新たな使用法の提案による販路開拓事業

31 愛知県陶磁器工業協同組合 愛知県瀬戸市 新素材を活用した「瀬戸焼」戦略

32
財団法人一宮地場産業ファッ
ションデザインセンター

愛知県一宮市 メンズ・レディスの垣根を越えた、オール尾州産地総合展示会開催

33 全国タイル工業組合
愛知県
名古屋市

陶磁器質タイルの国内ＰＲ・新規市場開拓並びＱ－ＣＡＴ（外装タイ
ルと有機系接着剤の組合せ品質認定制度）ＰＲ・需要喚起活動

34 桑名サンダル履物協同組合 三重県桑名市
桑名サンダルの新規販路開拓を目指した「全国サンダルフェア」へ
の出展事業
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35 明和町商工会
三重県
多気郡明和町

「伊勢の国　三重県明和町」発ブランド構築事業

36 松阪地区木材協同組合 三重県松阪市
あかね材認証制度の運用及び環境貢献材としてのブランドイメージ
確立推進事業

37 Ｒｅ－ｍｉｘ　Ｊapanグループ 岐阜県高山市
日本の美意識をテーマに新しいライフスタイルを「メゾン・エ・オブ
ジェ　パリ」に出展する海外販路開拓事業

38 協同組合　ビーサイド 岐阜県土岐市
B-SIDEオリジナルブランド「TOKI」のブランド力強化及び新たな販路
開拓を目指す展示会出展事業

39 陶器の日事業実行委員会
岐阜県
多治見市

「陶器の日」を契機とする全国陶磁器産地連携による販路開拓事業

40
財団法人　丹後地域地場産業
振興センター

京都府京丹後市
全国流通を目指した丹後ブランド商品の高品質化及び販路開拓事
業

41
財団法人　京都伝統産業交流
センター

京都府
京都市左京区

最高級「京もの」伝統的工芸品の中国富裕層向けの販路開拓・拡大
事業

42 京都市伝統工芸連絡懇話会
京都府
京都市中京区

技　京都の伝統工芸美

43 ファッション京都推進協議会
京都府
京都市中京区

伝統産業商品開発・販路開拓事業－京都ブランドによる新たな顧客
創造－（「Ｋｙｏｔｏ Style Café(京都スタイルカフェ)」「KYOTO
PREMIUM(京都プレミアム)」事業）

44 宇治商工会議所 京都府宇治市
京都宇治の地域産品・観光資源を活用した地域名産品の開発及び
新規販路創出事業

45 財団法人　京都産業２１
京都府
京都市下京区

伝統工芸関連異業種交流会Kyoohoo(キョフー)　「ニューヨーク　イン
ターナショナルギフトフェア2011冬」、「ドバイ　インターナショナル
オータム　トレードフェア」展示会出展事業

46 京都手描友禅協同組合
京都府
京都市右京区

第1回京手描友禅作品展in東京

47 黒滝村商工会
奈良県
吉野郡黒滝村

間伐吉野材を活用した高ユーザビリティ性を備えた教育、生活関連
製品の開発

48 ジャクテック協同組合
大阪府
大阪市中央区

異なる産地の組合員が着物に代表される絞りなどの伝統染色業者
と協力し、エコロジー、ファッショントレンドを取り入れ、いろんな産地
の優れた技術を組み合わせた高付加価値商品の開発とその開発
商品を世界に向け販路開拓の為展示会を開催

49 大阪タオル工業組合
大阪府
泉佐野市

世界一環境に優しい「環境標準タオル」大阪：泉州タオル・泉州こだ
わりタオルブランドの確立

50
株式会社　大阪繊維リソースセ
ンター

大阪府
泉大津市

繊維の地場産業が集積する近畿地区の織布メーカーによる高付加
価値商品の販路開拓事業アパレル素材の展示会の開催（2月於フラ
ンス・パリ）

51 和歌山ニット工業組合
和歌山県
和歌山市

「和歌山ニット」産地製品の産地ブランド化推進事業

52
財団法人　北播磨地場産業開
発機構

兵庫県西脇市 播州織総合素材展2011開催事業
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53 淡路市商工会 兵庫県淡路市
～Kosai Aroma～　香りの文化を演出し「あわじ島の香司」ブランドの
確立

54
財団法人　神戸市産業振興財
団

兵庫県神戸市
ライフスタイルを提案する地域資源複合型「神戸ブランド」の上海市
場ビジネス展開支援プロジェクト

55 新見商工会議所 岡山県新見市 『日本最古の蔓牛の系統「千屋牛」ブランド戦略』

56
財団法人　山口・防府地域工芸
地場産業振興センター

山口県防府市
地域資源を活用した高付加価値製品の開発・ブランド化支援、およ
び地域内外での産品の販路開拓事業

57 四国タオル工業組合 愛媛県今治市 今治タオルプロジェクト

58 協同組合大川家具工業会 福岡県大川市 ２０１０大川FF展「Home Design Project」

59
大川化粧合板工業協同組合
品質管理機構

福岡県大川市 環境対応型商材開発事業での環境家具創出

60 新素材機能追求開発グループ
佐賀県
西松浦郡有田町

新素材を活用した機能追求陶磁器の開発とマーケティング

61 D.hand.A
佐賀県
西松浦郡有田町

～伝統からの創生～有田HOUEN　有田新四様式の開発と販路開
拓

62 農事組合法人西日本新農産 大分県宇佐市
無農薬栽培のシモン芋を素材とした健康食品・菓子類等加工の台
湾市場向け商品開発・販路開拓

63 垂水市漁業協同組合 鹿児島県垂水市
カンパチを利用した新商品開発と観光資源としてのカンパチ養殖業
による販路拡大

64 本場大島紬織物協同組合
鹿児島県
鹿児島市新栄町

本場大島紬フェスティバル

65 琉球ガラス生産・販売協同組合 沖縄県浦添市 琉球ガラスのブランド構築・推進事業
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