
■地域産業資源活用事業計画 認定一覧表（平成２３年２月２日）■

地域 事業者名 地域名 事業テーマ 事業概要

北海道－１
ノースプレインファーム
株式会社

北海道
興部町

自家製フレッシュチーズを活用したソフトス
イーツの開発・販売

本事業では、新鮮な牛乳を原料としたフレッシュチーズに、道産のはまなす、トマト、
ベリー類の果実やジャム等を加えた、お土産として持ち帰りが容易な常温商品の「ソフ
トスイーツ」を開発し、販売を行う。

北海道－２ 株式会社札幌中一
北海道
札幌市

米粉で包み込んだ海の幸入り‘札幌発祥’
「冷凍スープカレー」の開発・販売

本事業では、化学調味料や添加物を使用せず、トレサビリティが確保された道産の
有機野菜と、北海道で捕れた魚介類を米粉で包み込んだ小龍包風の饅頭入りの「冷
凍スープカレー」を開発し、販売する。

北海道－３ 株式会社丸善市町
北海道

苫小牧市
ハスカップを果汁として用いる炭酸飲料の
開発及び販路開拓

本事業は、苫小牧地域（苫小牧市、厚真町）の地域産業資源であるハスカップが持
つ酸味、色合いの特徴を活かした商品として、「ハスカップ果汁入りサイダー」及び「ハ
スカップ果汁入りシャンメリー」を開発し、販売を行う。

中部－１ 株式会社葵製茶
愛知県
西尾市

安定的に生産でき、細かな粒度率を可能
にした飲料･加工食品用微粉抹茶の製造
販売事業

従来抹茶は碗ごとに立て、飲料用としての利用が主流であったが、消費者ニーズの
多様化が進み、アイスクリーム・ケーキなどのデザートやスイーツ、あるいはベーカ
リー、蕎麦などの加工食品の材料にもその用途を拡大。株式会社葵製茶は独自のノ
ウハウでストレイナー（いわゆる茶漉しのこと）が目詰まりしない微細な抹茶を安定的
に製造する方法を開発し、その粒度分布は、平均粒度：１０ミクロン以下／分布割合：２
０ミクロン以下９０％以上という従来品の倍以上の微細率を実現している。

粒度分布が微細な状態に安定することで本商品の取引先生産工程における目詰ま
りによるライン停止等のトラブルが回避でき、生産コストの低減化が図れるといったメ
リットに加え、最終製品の色合いや食感のなめらかさが増し、ザラツキ感がないなどの
特性も向上。

同社は本商品を戦略商品と位置づけ、食品メーカー・飲料メーカーを中心に新規取
引先の販路開拓を進める。

中部－２ くいもんや源
愛知県
犬山市

じねんじょ「夢とろろ」を使用したドーナツの
製造販売事業

・愛知県農業総合試験場で育成された自然薯を利用した上で、「ワンコイン（\１００）で
も買える加工食品はないか」と模索する中で、自家製ドーナツを製造し培ったノウハウ
と自然薯の持つ自然な甘みと発酵力を生かし、極力、白砂糖とベーキングパウダー
（ふくらし粉）を使用しない製法を目指し、加工方法と使用原料の選定に試行錯誤を重
ね商品化。
・夢とろろを使用したじねんじょドーナツは当地域内では同社のみ。じねんじょが有する
豊富な糖度とαアミラーゼの活性機能を生かし、自然な甘みとふっくらな食感が特徴。
・販路としては、百貨店やスーパーなどが主になるが、インターネットを活用した直販体
制も築いていく計画。

中部－３ 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

漁業をめぐる環境が厳しさを増し、高付加価値の製品作りが求められる中、２０年ほ
ど前から大手水産会社や漁業関係者から海中でも「光るロープ」が作れないかと相談
があった。しかし当時は製品化には至っていなかった。そんな中、５年ほど前にラグー
ナ蒲郡にて装飾用のＬＥＤ照明を目にしたことをきっかけに、ロープの内部にＬＥＤ照明
を仕込むことを発案、約２年の開発期間を経て、本製品の完成に至った。

本製品は、豊橋市のＬＥＤメーカーと開発した強化ロープチューブを使用し、ロープ製
造時の破損を防いでいる。また用途に応じて光の漏れ具合を調整するためテンション
の張り具合や締め具合などの同社独自のノウハウや工夫がある。

今後の販路としては、商社・建設関係者経由での販売が主になるが、他社とのコラボ
レーションの開発を契機にメーカーからの直販体制も築いていく計画である。

中部－４ 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

本製品は、瀬戸焼の特徴でもある伝統的なタタラ作りの技法と瀬戸の粘り気のある
陶土を活かすことで、細工の自由度を活かしたデザイン性の高い製品の製造を可能と
しており、インテリアオブジェとしての付加価値的な魅力を持つ製品となっている。タイ
プはバスレフ型の普及タイプとバックロードホーン型のオーディオファン向けタイプの２
種類であり、どちらも、セラミックの特性である形状の自由度を活かし、壁面構造や音
響箱内の音道の設計などを実現している。

市場としては、中高級オーディオ機器というジャンルに属する位置づけであるが、今
後、カジュアルオーディオ機器というジャンルも含め、専門店やＨＰなどでの販売を中心
に、海外での販路拡大も目指す。

中部－５ 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

平成２１年に整体師、竹田裕彦氏（鳥取県）から、高齢者や病人に多い「誤嚥」のトラ
ブルに対応する「食のための椅子」作りができないかと依頼があり、同氏による特許に
基づきデザインを重ねることで今回の対象製品「食のための椅子」(製品名：X belt
chair)が完成した。

実現の際に課題となったのが、上後腸骨きょく部を的確に押さえ、理想的な「前かが
み」の姿勢を保ち、上体の前後運動を楽にさせる座面のＸベルト箇所であったが、同社
では、飛騨の匠が持つ建築技術の筋違い構造「合い掛け」を活用することでその課題
を解決した。

販路としては、産地問屋経由での販売が主になるが、介護関係の事業者とのコラボ
レーションを進め、直販体制も築いていく。またダイニングセットとしての関連商品展開
や機能を絞り込んだ業務用シリーズも展開し、大口業務用物件の受注を図る。

中部－６
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

同社は、水栓バルブの金属部品メーカーとして長年蓄積した、流水制御技術、真鍮
の切削加工技術および樹脂素材への転換技術を活用し、「空気混合式」による節水
シャワーヘッドを開発した。さらに、平成22年には、ミックスジェット方式を基盤にとした
マイクロバブル・ナノバブルを含んだ高機能シャワーヘッドを開発した。

同製品は、シャワーとしての使用感を損ねず、３割～５割の節水率を実現しており、
特殊構造（特許取得済）でどこにもマネできない優位性を持っている。
操作性や品質面においても差別化を図っており、大手ガス会社との連携による競争力
強化も期待できる。

主な販路としては、ホテル・旅館やスポーツ施設などに加え、ガス事業者との連携に
よる個人向け販売、さらには建設ラッシュが続く中国など東アジアを中心とした海外を
市場として見込む。

中部 ７ 有限会社ミサト工業
岐阜県

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

同社が開発した「NOOK」は、同社がもつ特殊部品、軸受メタル製造で培った軸受製
造技術を活用することで、独自の“しなり（ばね）”を持たせ、従来の毛抜きのように点で
なく、面で捉えて確実に毛を抜く、「面キャッチ構造」を実現している。

同商品は確実に毛を捉えて抜くだけでなく、広範囲につかむこともでき、先端は円形
に形状加工していることから、使用者の肌を傷つけることのない安心・安全性も実現。

中部－７ 有限会社ミサト工業
岐阜県
郡上市

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

に形状加 している とから、使用者の肌を傷 ける とのない安心 安全性も実現。
2009年にはGOOD DESIGN AWARD賞を受賞。

「NOOK」を中心に、同技術を活用した美容雑貨「KIIR（眉切りカット）」、「SULL（爪や
すり）」等を商品化し、シリーズ商品としてブランド化を進める。美容に対してこだわりを
持つ層を中心に、WEBセレクトショップ等での拡販を図るとともに、美容院、生活雑貨専
門店、海外市場等を新規開拓する。



■地域産業資源活用事業計画 認定一覧表（平成２３年２月２日）■

地域 事業者名 地域名 事業テーマ 事業概要

中部－８

有限会社パイン・メディ
テック
松屋製菓株式会社（共
同申請者）

三重県
伊勢市

萬金丹の特徴を生かし開発・製造した『伊
勢国朝熊岳 萬金飴』の販路拡大事業

６００年の歴史（室町時代の応永年間）を持つ伊勢萬金丹に着目した上で、三重県内
の大学や、菓子製造メーカー等との共同研究を行いながら開発。

「伊勢国朝熊岳 萬金飴(以下『萬金飴』)」は、伊勢に古くから 伝わる和漢胃腸薬［萬
金丹｣に使用されている3種類の和漢植物(阿仙薬、甘草、桂皮)を配合し、子供からご
年配の方まで幅広く食せるよう開発された、“のど”と“おなか”にうれしい、風味豊かな
黒飴。本商品は伝統薬の生薬をそのまま飴などの食品形態に転用した例は極めて希
少。

伊勢のお土産好適品として、今後増加する伊勢・志摩地域への入り込み客を主な
ターゲットと位置づけつつ、伊勢神宮おはらい町、伊勢朝熊山金剛證寺等の既存販路
に加えて、直売店舗、ホテル、観光地、通信販売等の新規販路開拓への取り組みを強
化。

中部－９ 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

高岡漆器の技術による特殊な表面処理を施し、ガラス素材の底面に螺鈿と漆を加飾
した、高級感溢れるワイングラス、酒器、プレート等のテーブルウェア商品を地域で初
めて開発。

螺鈿と漆を底面に加飾することにより、ガラスを通して浮かび上がる螺鈿と漆の色彩
を表現し、ガラスの透明感や清涼感、漆の温もり、螺鈿の装飾性等それぞれの素材の
良さを最大限に生かしている。また、漆の表面に滑り止め加工を施し、テーブルウェア
としての機能性も付加している。

消費者ニーズに合わせて商品ラインナップの拡充を図るとともに、従来の漆器よりも
広範なシーンで使用できることから、広く商品ＰＲを行い新たな需要開拓を図る。

中部－１０
株式会社松井機業場
株式会社松文（共同申
請者）

富山県
南砺市

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

南砺市城端では、古くから玉繭（二頭の蚕が一個の繭をつくったもの）から製糸した
玉糸をよこ糸として織ったしけ絹織物が、襖素材などに加工され販売されてきた。

しけ絹織物の付加価値向上を図るべく、自然な節と光沢による独特の風合いをその
ままに、課題であった生地の強度、耐光堅牢度を高め、今までにないインテリアファブ
リック「しけシルク」を開発。

素材提供及びシェード、スクリーン、パーティション等のインテリア商品の製造販売に
より、新たな需要開拓を図る。

中部－１１
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

高岡銅器の伝統的な着色技法は、銅や真鍮の鋳造品に対して、日本酒や食酢、米
麹、食塩等の自然素材を組み合わせ、８００℃～１，０００℃の高温で焼き、酸化還元を
繰り返すことで様々な模様に発色させるものである。

同社は、自然素材の代わりに化学薬品等を用いて伝統的な風合いを高い再現性で
発色させる技術を確立し、これまでは熱影響等を受けることから困難とされていた厚さ
１mm以下の圧延板・伸銅品への着色を実現。掛け時計や壁面のアクセントパネル等
従来にない用途開発を可能にした。

インテリア用品、建築部材としての用途開発を進め、各種展示会への出展を通じた
商品ＰＲを行い、新たな販路開拓を図る。

中部－１２
寺岡畜産株式会社
株式会社フレッシュ金沢

石川県
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

銘柄牛として県内で評価が高いものの、その希少性から県外では認知度が低い「能
登牛」を全国ブランド化するため、老舗肉屋の職人技「手切り加工」技術を活用し、同
社レストランのレシピにこだわった日持ちのする加工食品の開発に取り組んだ。

「能登牛」を使った加工食品であるレトルトパウチ入りの「能登牛のしぐれ煮」及び「能
登牛のボロネーゼ（ミートソース）」は 同社が企画・開発した商品であり 他に類似品中部 １２ 株式会社フレッシュ金沢

（共同申請者）
志賀町

煮」及び「能登牛のボロネ ゼ」の開発と
販路展開事業

登牛のボロネ ゼ（ミ トソ ス）」は、同社が企画・開発した商品であり、他に類似品
が存在しない。

先行して製品化した「能登牛カレー」の販路、当社の能登牛のファン約５千人、首都
圏の食肉卸店網といった既存販路を有効活用するほか、百貨店向けギフト商材として
の販路開拓、ネット販売による販路拡大を推進する。

中部－１３ 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

これまで主に鮮魚として流通していた能登天然ブリ（寒鰤）等を同社独自の「たたき」
製法により加工する事で、付加価値を向上させ消費者へ提供するという地域初の取り
組みである。

炙りによる加熱加工によって殺菌効果や賞味期限の長期化、余分な脂分の除去によ
るヘルシーさ等が実現した他、生魚特有の魚臭さの低減により、生魚が苦手な人への
訴求効果も有する。

既存の販路として、自社直営店２店舗、全国の百貨店で開催される年４０～５０回程
度の物産展があり、引き続きこの販路を活用すると共に、新たに百貨店や高級スー
パー、カタログ通販等のギフト市場への参入を推進し更なる販路拡大を図る。

中国－１
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

当社は、昭和１４年から、川尻筆の伝統を継承しつつ、毛筆及び、工業用ブラシを生
産している。川尻筆は、平成１６年に経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されて
おり、当社ブランド「月の浦筆」は伝統工芸技術による高級筆として書家に愛されてい
る。

当事業では、川尻筆の伝統的工芸技術をベースに、工業技術を応用して「水洗いで
きる小筆」を業界で初めて開発・販売する。

今後、５年間にわたり、市場のニーズを把握した上で、新商品の開発とプロモーショ
ンを行うことで、新たな販売チャネルの開拓と顧客満足の拡大を実現し、当社の収益
拡大に貢献する事業として育成することを目指す。

四国－１ 株式会社きとうむら
徳島県
那賀町

栽培時農薬不使用の「木頭ゆず」の果皮
を活用したエッセンシャルオイル（精油）の
製造と販売

本事業においては、これまで商品化されたことがなかった上質で香りの高い「栽培時
農薬不使用のゆずの果皮」を使用したコールドプレスエッセンシャルオイルを提案し、
国内および欧米各国のアロマテラピー、リラクゼーション関連市場に向けてＰＲを行
い、事業者向け、個人向けの商品を販売していく。

四国－２ 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

本事業では、これまで培ってきた藍染めの染色技術、縫製等の生産技術の取り組み
を踏まえ、ベビーサイズ(50～90㎝)、トドラーサイズ(100～120㎝)の乳幼児・子供服等
を企画、製造し、大手百貨店等の販売チャネル、インターネット販売等により全国の市
場に商品展開していく。

今回同社が用いるバイオブルー染色は、従来の染色工程を相当程度残しつつ、染色
仕込み（藍建て）工程を大幅に短縮する技術改良を行うことにより、藍染め製品が持つ
上質な風合いと抗菌・消臭機能等を維持しつつ、より安価・大量に市場供給することを
可能とするものである。

四国－３
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

本事業では、地域産業資源である家具・建具の生産に係る技術のうち木工技術や組
み立て(接合)技術を活用して、従来よりも低価格で利便性のあるラウンジチェアとソファ
の開発・製造を行う。当社の木工技術を活用し、ノックダウン方式を取り入れることによ
り、従来よりも低価格で様々な利便性（輸送コスト削減・保管性の向上・破損率の低
減・修理の簡便性など）のある商品開発が可能になったことから、当社として新しい市
場であるBtoBへの販路開拓及び海外展開を図る。

日本のものづくり技術とデザインの融合によるクール・ジャパンを世界に発信すること
で、販路開拓を実施する。



■地域産業資源活用事業計画 認定一覧表（平成２３年２月２日）■

地域 事業者名 地域名 事業テーマ 事業概要

四国－４
有限会社篠原紙器工業
所

香川県
観音寺市

紙への高圧プレスによるエンボス加工技
術を活用した擬革紙商品群の開発・製造・
販売

本事業では、地域産業資源である紙製品の生産に係る技術を活用して、装飾性の高
い擬革紙を活用した商品群の開発、製造、販売を行う。本事業で製造、販売する擬革
紙商品は、平賀源内が行ったとされる方法で作った金唐革紙をモチーフとして、現代の
エンボス加工技術を活用し、凹凸を利用したデザインとそのデザインに合わせて施さ
れた彩色が特徴である。

需要開拓として、記念館、テーマパークのような施設のおみやげ品やギフト品として
の需要開拓、また、インターネットでの直販、百貨店などを通じての需要開拓を行う。

四国－５
株式会社ダイコープロダ
クト

香川県
さぬき市

プラスチック製品の特性と加工技術を活用
した消防用機能性手袋の開発・製造・販売

本事業では、地域産業資源であるプラスチック製品の生産に係る技術（ラミネート加
工技術）と防水・透湿性の特性及び手袋の縫製技術を活用し、従来の手袋の保水し掴
みにくく乾きにくい欠点を解消した消防用手袋の開発・製造を行う。
これまでの取組みを踏まえて、既存の顧客だけでなく新たな顧客を開拓し、全国に市
場を拡大することを目指す。また、ブランド力を高めるため、製品のアフターサービスに
も取り組む。

四国－６
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

本事業では、従来は対応できなかったダンボールにアール加工を施した資材（アー
ル加工ダンボール資材）を製造し、この資材による紙管等の開発・製造を行う。

アール加工ダンボール資材は、表現力の向上、対応の柔軟性、軽量化、安価などに
より、用途に応じた商品化が可能で、環境配慮にも訴求できることから、展示会用装飾
POP、フィルム包装等に用いられている紙管、電線や光ファイバーを巻くリール等の代
替品を開発・製造・販売する。

四国－７
株式会社石の大山
太平紙器株式会社（共
同申請者）

愛媛県
四国中央

市

紙・紙製品を活用した紙製のメモリアル
ポット(納骨容器)及びインテリア簡易墓の
開発・製造・販売

本事業では、地域産業資源である紙・紙製品を活用して、加工しやすく、軽量、焼却
処分可能という特長を活かしたメモリアルポット（納骨容器）及び紙製インテリア簡易墓
（主に海外向け）の開発・製造・販売を行う。主としてペット市場向けに紙製のメモリア
ルポットを提案するとともに、経済的理由で墓を持てなかった方、墓を保有するスペー
スを有していない方、及び海外市場（中国、台湾、韓国）をターゲットとして、家庭内供
養や簡易埋葬の促進に向けた紙製のメモリアルポット及びインテリア簡易墓を提案す
る。

四国－８ 株式会社藤高
愛媛県
今治市

タオルの生産に係る技術を活用したフルカ
ラーパイル織り技術によるインテリア雑貨・
ファッション雑貨の開発・製造・販売

本事業は、タオルの生産に係る技術を活用した「フルカラーパイル織物の織り方」の
実用化の確立を受けて、フルカラーのパイル織りとその技術を応用したゴブラン織り
（平織り）による、タペストリー等のインテリア雑貨、バッグ・袋物等のファッション雑貨等
の開発・製造・販売を行おうとするものである。

また、デザイナー等の専門家を招聘し、国内外の展示会出展を通じた販路開拓を進
め、自社ブランド商品としての展開も図る。

四国－９ 田中産業株式会社
愛媛県
今治市

タオルの生産に係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

本事業では、タオルの生産に係る技術を活用し、タオルが持つ風合いや肌触りを生
かしつつ、強度及び耐久性に優れ、嵩の張らない、黒を基調とした立体感のある高密
度織りによる和風インテリア雑貨（コースター、のれん等）や和風生活雑貨（バッグ・袋
物・箸入れ等）等の開発・製造・販売を行う。

日本人の日常に欠かせない「タオル」の風合いや肌触りを取り入れた、和モダンとし
て新しい形の商品を提案するもので、男女を問わず購入できる商品構成とすることで、
幅広い市場 ズの取り込みを図る幅広い市場ニーズの取り込みを図る。

九州－１ 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

こんにゃくの原料である製粉を手ごねこんにゃく（バタ練り製法）技術を活用し、再度粉
状に 加工した、新たな食品添加材である増粘安定剤の開発・販路開拓を行う。

九州－２ 有限会社エコ・アース
熊本県
天草市

竹炭の成型化による環境対応型インテリ
アグリーン等の開発・販売

粒状化させた竹炭を独自の技術で成型したポットに観葉植物を植付けたインテリアグ
リーン等、土を使わず室内で清潔に緑を楽しめるインテリア性の高い商品等の開発、
販売を行う。

沖縄－１
有限会社沖縄ノーチクバ
イオ

沖縄県
中城村

県産農産物を活用した乾燥乳酸菌発酵飼
料の製造・販売事業

有限会社沖縄ノーチクバイオは、微生物の有効活用の研究に取り組んでおり、「乾燥
乳酸菌発酵飼料」の開発を行っている。本事業では、当社が有する微生物技術を活用
し、シークワーサー、パイナップル、沖縄の豆腐（おから）の残渣を使用することで、安
価な「乳酸菌発酵飼料」を開発する。また、乳酸菌発酵飼料の多くはリキッドタイプであ
り、当社が開発する「乳酸菌発酵飼料」は乾燥化に成功しており、新商品としても優位
性を有している。販売・販路開拓は、JAおきなわの販売ルートを活用する。

沖縄－２ 糸満観光農園株式会社
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

糸満観光農園株式会社は、糸満市内の農産物を活用したフルーツワイン等を製造・
販売するほか、県内外の製造メーカーに原料として、フルーツ系ピューレ等を提供して
いる。本事業では、市内のアセロラ、パッションフルーツを活用し、地元特産品の開発・
販売を行っていく。県内農林高校との協力を得て、商品開発を行う事で話題性のある
商品づくりを行っていくほか、ローソン沖縄との提携により、県内外のコンビニ等の販売
ルートを活用して販路開拓を行っていく。

沖縄－３ 株式会社First Line
沖縄県

宜野湾市
月桃やリュウキュウマツを活用した香り枕
等寝具類の開発・販路開拓

株式会社First Lineは、自社企画による県外製造寝具類を販売してきた。本事業で
は、月桃、リュウキュウマツ、ユーカリ等を活用した香り枕や紅型、琉球ガラスを活用し
た寝具及び寝具装飾品（カバー類、ベッドスロー等）等を開発する。また、県内リゾート
ホテルと提携し、ホテル１室を睡眠環境に特化した部屋としてコーディネートすること
で、新たな販路開拓を行うと共に、県外観光客にも沖縄素材等を活用した寝具等を提
案することで販売につなげていく。

沖縄－４
株式会社ドリームサポー
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
ジュース等の製品開発と販売

本事業において、伊江村及び伊江島漁協協同組合と連携し、「伊江島産モズクフコイ
ダン健康増進ジュース(仮称)」等を商品開発する。従来のフコイダンを用いた飲料とは
異なり、安価で子供達にも飲みやすい商品とし、販路としては、地域内外での学校給
食、老人施設等にも流通することを計画している。

沖縄 有限会社 シム
沖縄県 ビデンスピローサを活用した化粧品製造・

有限会社ヨシムラは、エステサロンを運営する企業で、県内業界においてリードして
きた企業である。本事業では、長年のエステサロンのノウハウを活用し、保湿効果、ア
トピー肌にも使用できるビデンスピローサが含まれるエステ粧材を開発・販売すること

沖縄－５ 有限会社ヨシムラ
沖縄県

宜野湾市
ビデンスピロ サを活用した化粧品製造・
販売及びブランド化事業

トピ 肌にも使用できるビデンスピロ サが含まれるエステ粧材を開発・販売すること
で、ヨシムラブランドの確立を図っていく。また、販路先は、自社販売だけでなく、県外エ
ステサロン及びエステ粧材卸業者といった自社のコネクションを活用する事で、販路開
拓を図っていく。


