
番号 事業者名 地域名 事業テーマ 事業概要 活用する地域資源

北海道－１ 株式会社ぐんじ
北海道
網走市

流氷硝子館をプラット
フォームとしたオホーツク
の食と文化をテーマとする
体験型観光推進事業

地域産業資源である流氷硝子館を中核に、オホーツクの食とウィ
ルタ（樺太の民族）文化等を体験できる「硝子細工体験サービス事
業」「網走番屋・オホーツクマルク事業（飲食・物販）」を行い、売上
げ増加、収益の拡大を図る。網走市や観光協会などと連携し、入
り込み客数の増、滞在型・時間消費型観光を構築していく。

流氷硝子館
（観光資源）

北海道－２ 株式会社川島旅館
北海道
豊富町

豊富温泉を中核とした食と
美容をテーマとする滞在
型観光事業

地域産業資源である豊富温泉を中核として、温泉とヘルシーで安
心・安全な食事、地域の観光などを組合せた宿泊、観光メニュー
を開発し、美容と健康をテーマに新規顧客の開拓を目指す。豊富
町や観光協会などと連携し、地域全体で観光客へのホスピタリ
ティを強化することで、豊富温泉の活性化及び集客力の向上を図
る。

豊富温泉
（観光資源）

東北－１
有限会社サンマモルワ
イナリー

青森県
むつ市

青森県産りんごを使用した
「アップルワイン」・「アップ
ルスパークリングワイン」
の開発、製造、販売

ヴィンヤード併設型ワイナリーで培ってきた醸造技術を活かし、青
森県産りんごを使用した「アップルワイン」・「アップルスパークリン
グワイン」の開発、製造、販売を行う。アルコール度数を高めに設
定することで、香り高いフルーティなテイストを実現。すっきりした
味わいとボリューム感を兼ね備えた商品のブランド化を目指す。

りんご
（農林水産物）

東北－２ 株式会社佐幸本店
岩手県
久慈市

ヤマブドウ樹液を活用した
化粧品用原料の開発及び
販売

一年のうち数週間しか採取できない希少性の高いヤマブドウ樹液
の天然保湿成分に着目し、42年間取組んできたヤマブドウの無農
薬栽培と、大学や地域研究機関と共に新たに取り組んでいるヤマ
ブドウの機能性研究の成果を基に、日本初のヤマブドウ樹液を用
いた保湿剤としての化粧品原料の開発及び販売を行う。

ヤマブドウ
（農林水産物）

東北－３ 株式会社出羽
山形県
酒田市

本邦初！庄内産そばと庄
内米を活用した新製品（そ
ばどぶ）の商品化及びブラ
ンド化

どぶろく特区で培った醸造技術・製造設備を活用し、庄内産そば
「でわかおり」と庄内産米「はえぬき」を原料とする辛口を特徴とし
た、そば麹を使ったそばの香り・風味の高いそばどぶろくの本邦初
の商品化を行う。蕎麦屋での「そば前」など栄養価とそばの旨味
が高まる飲み方を提案することでブランド化を行う。

そば、米
（農林水産物）

関東－１ グリーンズ
茨城県

龍ケ崎市

新ターゲット創出に向けた
茨城県産ピーナッツ新商
品開発販売による地域活
性化事業

茨城県産（主に茨城県龍ヶ崎市産）ピーナッツをベースとして、茨
城県産農産物をミックスさせた、新たなターゲットを狙う新商品開
発を実施する。

落花生・かんしょ
（農林水産物）
かぼちゃ・くり
（農林水産物）

関東－２ 有限会社紺邑
栃木県
佐野市

佐野藍の復活による藍染
製品の開発および販売

鹿沼産の麻布、オーガニックコットン、ウールを佐野藍で染めたテ
キスタイルの販売や、佐野藍による藍染めの良さを強調できる日
傘や帽子、シェード、肌着、ケープの開発と販売を行っていく。

染色・繊維染色製品
（鉱工業品）

関東－３ 高崎弁当株式会社
群馬県
高崎市

群馬の牛肉・豚肉と老舗
弁当屋の技術を融合した
惣菜の開発・販売事業

群馬県の牛肉、豚肉を主原料とし、未利用部位、不人気部位を有
効利用し、県内産こんにゃくや野菜を活用した、おぼろ惣菜商品
（※）を開発する。
（※）「そぼろ」をより細かくしたものが「おぼろ（朧）」。

群馬の牛肉、
群馬の豚肉
（農林水産物）

関東－４
秩父観光土産品協同
組合

埼玉県
秩父市

秩父カエデ糖の特性を活
かした新たな“カエデ糖”
商品の開発と販売

カエデ糖樹液のポテンシャルを活かした糖度2～80程度までの濃
縮したカエデ糖樹液を開発し、新しい樹液ドリンク、ソース、ドレッ
シングなどの調味料等、パウチゼリー等の水菓子類等、.ランク別
メープルシロップを商品化する。

秩父カエデ糖
（鉱工業品）

関東－５ 合名会社渡辺酒造店
新潟県

糸魚川市

米作り・酒造りの一貫にこ
だわった米や田んぼを生
かした日本酒の開発・販
売

田んぼごとに管理した米作りと酒造りを一貫して行い、その気候、
その土壌、その条件でしかその味がでない上質な酒を開発する。

新潟清酒
（鉱工業品）
新潟米
（農林水産物）

関東－６
西光エンジニアリング
株式会社

静岡県
藤枝市

減圧製茶機の開発と販売
及び、中山間部の茶葉を
活用した減圧発酵茶事業
化プロジェクト

静岡茶から、緑茶風・ウーロン茶風・紅茶風などの新たな風味の
発酵茶を製造する「減圧製茶機」を開発し、加工時の副産物として
得られる「茶葉成分の液体」も商品化して販売展開する。

製茶機械
（鉱工業品）
静岡茶
（農林水産物）

中部－１ 株式会社シラカワ
岐阜県
高山市

木製椅子を利用したホ
イールチェアの製造・販売
事業

木製家具の椅子と移動用台車を組み合わせることで、既存の家
具椅子をホイールチェアとして製造・販売を行う。海外市場を見据
えて市場開拓を行い、自社ショールームなどを活用した試乗体験
型の販路開拓と、全国のホテルや結婚式場などの商業施設への
販路拡大を行う。

飛騨の木製家具
(鉱工業品)
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中部－２ アトリエキク
岐阜県
郡上市

花酵母の日本酒を原料と
したコールドプロセス製法
石鹸等の製造・販売事業

花から作る酵母を用いた日本酒を原料とした石鹸等の化粧品を
製造・販売する。日本酒には美白効果が期待できるコウジ酸が含
まれる上、本商品は花酵母の上品な香りが楽しめる石鹸となって
いる。販路先としては、通販を中心に自社での直売や化粧品店や
雑貨屋等の小売店への販路拡大を行う。

岐阜県の清酒
（鉱工業品）

中部－３
株式会社ジェイ・クリエ
イト

愛知県
名古屋市

水道水圧式テレスコープ
シリンダ及び当シリンダを
利用したリフト装置等の製
造・販売事業

テレスコープ形アクチュエーターを利用した水道の水圧のみで上
方可動するリフト装置の製造・販売を行う。本製品は、水道圧のみ
で上昇する環境面で優れた製品であり、テレスコープ式であるた
めコンパクト化および軽量化が期待できる。食品加工工場などの
電気や油圧設備の利用が困難な現場へ販路開拓を行っていく。

愛知の一般産業用機
械
（鉱工業品）

中部－４ 株式会社守隨本店
愛知県

名古屋市

産業用計測機器製造ノウ
ハウを活用した分割式座
椅子型体重計の製造・販
売事業

主に訪問看護の際に使用する椅子型体重計の製造・販売を行う。
今まで計測困難であった在宅看護時の体重測定が椅子型である
ためスムーズに行え、製品を三分割できるため小型車での運搬
ができる。また、特定計量器として適合承認を受け、計測精度を確
保している。訪問看護の現場に向けて販路開拓を行う。

愛知の一般産業用機
械
（鉱工業品）

中部－５ 株式会社月安企画
愛知県

名古屋市

足袋の底生地に使われる
木綿素材に、名古屋友禅
の染色技術を活用して開
発した鞄類など雑貨アイテ
ムの製造・販売事業

名古屋友禅の特徴である単彩濃淡調の渋い風合いを生かし、型
友禅の技術を用いて染め上げた鞄などの製造・販売を行う。当該
製品は、足袋の底生地をデザイン性に優れた生地に改良し、名古
屋友禅独特の渋みと現代のデザインが融合された製品。販路開
拓先としては、小売店を中心に、ECなどの通販にも力を入れてい
く。

名古屋友禅
（鉱工業品）

中部－６ 和広産業株式会社
愛知県
豊橋市

豚、大葉を使ったハム・
ソーセージ類の製造・販売
事業

地域のブランド豚を活用したハム・ソーセージ類製品の製造・販売
を行う。ソーセージについては、豊橋産の大葉を独自の製法によ
り混ぜ込んだ製品も製造する。当社製品は、本場ドイツの製法を
取り入れ、安心安全の確保はもちろん豚の魅力を最大限に引き
出している。地域の中小規模スーパーなどへ販路開拓を行ってい
く。

豚・大葉
（農林水産物）

中部－７
株式会社クリエイトエ
ンジニアリング

愛知県
岡崎市

自動車部品設計開発力を
活用した小型自動切粉破
砕・圧縮装置の製造・販売
事業

アルミや軟鋼など金属の切削で発生する切粉を、自動で破砕・圧
縮する装置の製造・販売を行う。独自に開発した切粉のせん断能
力に優れた破砕機と切削油回収も可能とする圧縮制御システム
を内蔵する機構により、小型かつ軽量、また低価格を実現してい
る。今後は、自動車関連メーカなどへの販路開拓を行っていく。

愛知の自動車部品
（鉱工業品）

近畿－１ 株式会社カガセイフン
福井県
福井市

福井県産そば粉を活用し
たガレット用そば粉の開
発・製造および販路開拓

福井県産在来種である玄そばを石臼で丁寧に挽いて、ガレット専
用粉として製造する。このガレット専用粉は強い香りを保ち、薄くき
れいに伸びやすく、モチモチ感、パリパリ感のある製品であり、自
社通販やガレット専門店、レストランなどへ販売し、全国に展開す
ることを目指す。

そば
（農林水産物）

近畿－２ 有限会社かね馬
滋賀県
甲賀市

信楽焼の焼成手法を改良
して開発した生活環境浄
化機能を有する多孔質陶
器を用いた商品の開発・
製造・販売

多孔質素材としての信楽焼の特徴を活かして、水質浄化、PH安
定、空気清浄、調湿、アンモニア吸着等の機能性を付加し、観賞
魚・園芸・生け花等の容器の水質浄化や玄関周り等の居住空間
の消臭・調湿等、各用途に合わせた製品を提供する。

信楽焼
（鉱工業品）

近畿－３ 株式会社丸昌商店
大阪府
泉南市

紡績技術を活用した機能
材固着による複合機能パ
イル糸の開発・製造・販売

アース製薬株式会社の機能剤「セブンエフェクト」をカーペット用や
壁紙用のパイル糸に固着させることで、従来にない「防虫・防ダ
ニ・抗菌・防カビ・防臭」等の機能を持たせ、擦れても洗浄しても効
果が長期間持続するカーペットや壁紙を実現する。

紡績
（鉱工業品）

近畿－４
日本スチールワイヤー
ロープ株式会社

大阪府
泉佐野市

水なすをはじめとする泉州
野菜と大阪府産果実を使
用したピクルスの開発・製
造・販売

昆布だしの誰でも食べやすい「和風味」、さっぱり爽やかなレモン
風味の「洋風味」の2種類を用意し、水なすのほか、泉州たまね
ぎ、泉州キャベツ等の泉州野菜や、大阪ぶどう、大阪みかん等の
果実を活用し、女性に受ける新感覚のピクルスを開発・製造し、売
上拡大を目指す。

水なす、泉州たまね
ぎ、泉州きゃべつ、大
阪ぶどう、大阪みかん
（農林水産物）

近畿－５ 株式会社ベル
兵庫県
神戸市

“ドーム製法”を用い、機能
性と快適性を高めたコン
フォートシューズの開発・
販売

中底や補強材を使用しない当社独自の成型方法“ドーム製法” を
用いて、フィット感と履き心地感を高めたコンフォートシューズが大
人気。新たに子供や介護用に幅広くシリーズ化し、専門店等の提
携店舗の開拓や海外展開に取り組み売上拡大を目指す。

ケミカルシューズ
（鉱工業品）

近畿－６
株式会社湯村温泉愛
宕山観光

兵庫県
新温泉町

但馬牧場公園を活かした
自然と湯村温泉と食で訴
求する外国人観光客向け
アクティビティーの開発・提
供

海外ではまだあまり知られていない但馬地域の雪と自然と食文
化、そして平安時代より日本人の癒しの湯として親しまれた湯村
温泉で住民との心の交流を楽しむなど、新温泉町で「暮らすような
旅」、そして「また来たくなる旅」を提供する。

但馬牧場公園、湯村
温泉・夢千代像
（観光資源）

近畿－７
吉野大峯ケーブル自
動車株式会社

奈良県
吉野町

世界遺産「紀伊山地の霊
場と参詣道」を活用したイ
ンバウンド観光事業「吉野
大峯スピリチュアルツーリ
ズム」の開発・提供

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」で、「目に見えない不思議な
世界を感じる」「自分自身を見つめる」「自分は自然の一部である
ことを感じる」などをテーマとした“スピリチュアルツーリズム”を提
供する。吉野を知り尽くした地域コーディネーターが四季折々の魅
力と時空の旅を案内する。

世界遺産「紀伊山地
の霊場と参詣道」
（観光資源）
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近畿－８ 株式会社アイセン
和歌山県
海南市

樹脂加工繊維を活用した
高洗浄力清掃用品の開
発・製造・販売

優れた家庭用の洗浄用繊維素材“トレピカ”（特許登録済）に樹脂
加工を施すことで業務用清掃にも耐える必要な硬さ・堅牢度・毛先
の起立性を有する“業務用トレピカ”の製品化を実現し、満足度の
高い洗浄効果と高い作業効率を有した業務用清掃用品を商品化
する。

合成樹脂製家庭用品
（鉱工業品）

中国－１ 米田酒造株式会社
島根県
松江市

清酒生産技術を活用し
た、ハイボール等カクテル
専用酒（純米酒）の開発・
販売

島根県の清酒は、東北地方に比べ、酒造好適米の使用率の高さ
などによるモロミの深い発酵によって、濃い味わいの酒が醸造さ
れてきた。その代表例として、調味酒として出雲地方の地伝酒が
ある。この地伝酒の生産技術を活かし、味わいが濃く、炭酸水で
割っても日本酒の味わいが残るハイボール等カクテル専用純米
酒の開発・販売を行う。

清酒
（鉱工業品）

中国－２
東洋繊維興業株式会
社

岡山県
津山市

伸縮する繊維素材による
簡便なトレーニングツール
の開発・販売

本商品はタオル生地でありながら、伸縮性のある繊維製品で、独
自の縫製技術を活用することにより、張力負荷の軽減や耐久性を
改良したものであり、日常の中で手軽に使用できる肌触りがよいト
レーニングツールとして開発・販売する。

アパレル製品（繊維製
品）（鉱工業品）

中国－３ 日本綿布株式会社
岡山県
井原市

世界初のソリッド・ファイ
バーによる高付加価値デ
ニム生地の製造販売

デニム用のタテ糸に顔料を固着させる独自の技術により織布した
生地は、従来の織布した後に顔料を着色する生地と異なり、素材
の持つ風合いや生地の立体感が損なわれないという特徴を持っ
ている。この生地を高付加価値製品として、プレミアムジーンズ向
けに製造・販売する。

繊維生地（繊維製品）
（鉱工業品）

中国－４ 株式会社ホルツベル
広島県
福山市

木製家具の製造技術を活
用した高機能内装材等の
開発・販売

「突板を貼り付ける技術」などの家具の製造技術と、国内産の間
伐材を活用し、表面をＰＥＴ樹脂でコーティングした耐久性の高い
フローリング材や内装材の開発。刺繍による装飾や、彫刻風の加
工技術を突板加工に応用したデザイン性の高い表面材等の開
発・製造・販売を行う。

木製家具（鉱工業品）

中国－５ 酒井酒造株式会社
山口県
岩国市

「白麹」を使用した酸味に
特徴がある新たなテイスト
の清酒開発および販路開
拓

清酒醸造技術を活用して、一般的な清酒製造では使われてこな
かった「白麹」を使用することにより、クエン酸の酸味を活かした
「純米酒」や「低アルコール純米酒」、「発泡性純米酒」など幅広い
層に受け入れられる商品を開発し、新たな販路開拓に取り組む。

やまぐちの酒（清酒）
（鉱工業品）

四国－１ 有限会社丸浅苑
徳島県
徳島市

椎茸に含まれる多糖類が
持つゲル化作用を活用し
たとろみ加工食品の開発・
製造・販売

本事業は、地域産業資源である椎茸に含まれる多糖類が持つゲ
ル化作用を利用し、独自技術で製造した椎茸ペーストを活用した
とろみ加工食品（スープ類・飲料品・成型品）の開発・製造・販売を
行う。

しいたけ（農林水産
物）

四国－２ 株式会社タナベ刺繡
香川県

東かがわ
市

縫製品の生産に係る技術
を活用し、装飾性を持たせ
たイヤホンコードの開発・
製造・販売

本事業は、地域産業資源である「縫製品の生産に係る技術」のう
ち、直線縫と刺繍縫の技術を活用し、型枠に固定した素材を被膜
縫製することで、絡みにくい特性と装飾性を持たせたイヤホンコー
ドの開発・製造・販売を行う。

縫製品
（鉱工業品）

四国－３ 増永食品株式会社
愛媛県
松前町

海産珍味の生産に係る技
術を活用した食品加工菓
子の開発・製造・販売

本事業は、地域産業資源である「海産珍味の生産に係る技術」の
うち、「調味液の作成」、「熱と圧力を加える結着」、「乾燥」工程の
技術を活用し、柑橘ピールやドライフルーツ・種実類を魚肉シート
で挟んだ食品加工菓子の開発・製造・販売を行う。

海産珍味
(鉱工業品)

九州－１ 株式会社増田桐箱店
福岡県
古賀市

伝統技法に蓄積した加工
技術を付加し、機能性とデ
ザインを訴求した桐箱、桐
製品の開発・販路開拓

日本の伝統産業品である桐箱は、陶磁器や和服などの高級製品
を保護・保管する容器として欠かせないものであるが、「脇役」の
地位を抜け出すことができておらず、その伝統的な技法の上に当
社が蓄積した加工技術と新たなデザインを付与することで、今ま
での桐箱業界にはなかった提案型・自立製品の製造販売を試み
る。

桐箱・桐製品
（鉱工業品）

九州－２
オオヤブデイリー
ファーム

熊本県
合志市

熊本県産牛乳を原料とし
た、低温熟成製法による
熟成式オメガ３ヨーグルト
の開発・販路開拓

熊本県産の濃厚な牛乳を使用して、乳成分の良さの違いを、ノン
ホモジナイズド製法により表現することで、上部にクリームの層を
形成する２層式のヨーグルトを製造。本事業では更に、ＤＨＡ・アル
ファリノレン酸を強化した牛乳を使用することで、熟成式オメガ３
ヨーグルトを開発し、販路を開拓する事業を行う。

牛乳
（農林水産物）

乳製品
（鉱工業品）

九州－３ 花の香酒造株式会社
熊本県
和水町

食との相性で食卓を華や
かに彩る”低アルコールス
パークリング日本酒”の開
発および販路開拓

オレンジのような華やかな香りを出す７０１号酵母などと独自の醪
製法により製造した低アルコール日本酒に発泡性を付与し、酸度
が高く淡麗ですっきりして若い女性にも愛飲していただける料理と
の相性を大切にした「低アルコールスパークリング日本酒」の開発
と販路開拓を行う。

清酒
（鉱工業品）

九州－４ 株式会社プレシード
熊本県
嘉島町

熊本産大麦を活用した食
物繊維たっぷりのグラノー
ラ等の開発と販路開拓

食物繊維を多く含む熊本県産大麦の押麦をそのまま焼き上げ、香
ばしい香りとサクサクとした心地よい食感で飽きのこない美味しさ
のグラノーラなど、大麦をより美味しく、より食べやすくした加工食
品の開発と販路開拓を行う。

麦
（農林水産物）
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九州－５ 有限会社白水舎乳業
宮崎県
宮崎市

宮崎県産牛乳と糀菌を活
用した発酵乳製品の開発
と販路開拓

牛乳の特長である栄養バランスを活かし、米糀の酵素を利用し発
酵分解することで、美容健康意識の高い層を顧客とした「百白糀」
（ひゃくびゃくこうじ）を宮崎県食品開発センターと共同開発した。
今後、更なる改良を加え販路開拓を行う。

牛乳
（農林水産物）

九州－６
株式会社アマミファッ
ション研究所

鹿児島県
奄美市

大島紬の泥染め技術を活
用した「泥染めヨガウェア」
の開発と販路開拓

大島紬の生産工程において、テーチ木（車輪梅）を煮出した煎液
で糸を揉み、自然の泥田で媒染を行う工程を繰り返すのが「泥染
め」である。その泥染め技術・工程を機械化することにより、独特
の風合いや光沢のある「泥染めヨガウェア」を開発し、販路開拓に
取り組む。

泥染め
（鉱工業品）

沖縄－１
株式会社ナンポー通
商

沖縄県
那覇市

沖縄県産農産物を活用し
たベジフル・シロップ＆ス
ナックの製造・販売事業

県産の農作物を蜜漬け（シロップ漬け）し、抽出した蜜及び農作物
を活用して、「ベジフルシロップ」や「スナック菓子」の新たな商品の
製造・販売を行う。

沖縄島野菜、マン
ゴー、パインアップル、
バナナ
（農林水産物）

沖縄－２ 株式会社三倉食品
沖縄県
西原町

沖縄の地域資源素材を活
用した、ヘルシーな沖縄そ
ば麺と、そばスープの開発
販売事業

県産野菜等の地域資源を活用し、ヘルシーさとカロリーオフをコン
セプトとした「与那原そばlight（仮称）」の麺・スープの開発、製造及
び国内外への販路拡大を目指す。

さとうきび、沖縄島野
菜、薬用作物、豚、ひ
じき（農林水産物）
沖縄の塩（鉱工業品）

沖縄－３
有限会社ガーデン　パ
ナ

沖縄県
石垣市

石垣島のハーブ農園＆カ
フェが発信する「琉球ハー
ブ」加工食品の開発・販売
事業

沖縄県産のハーブやフルーツ、野菜等を素材とした新商品の開発
（ラインナップの構築）及び自社のハーブ園やカフェを活用した消
費者に対するハーブ等のふれあいの場、賞味の場を提供する体
験型の環境づくりを目指すとともに、販路等の開拓を目指す。

沖縄島野菜、シークワサー、マン
ゴー、パインアップル、パッションフ
ルーツ、ドラゴンフルーツ、バナ
ナ、タイワンハンノキ、島とうがら
し、ヒハツモドキ、カーブチー、ハイ
ビスカス、茶、薬用作物（農林水産
物）
沖縄黒糖、沖縄の塩（鉱工業品）

沖縄－４
株式会社カネマサミー
ト

沖縄県
与那原町

パイナップルポークを活用
した加工品製造・販売及
びブランド化事業

ブランド豚「パイナップルポーク」を活用し、ヨーロッパ型の食肉加
工品（生ハム、ソーセージ、パンチェッタ、アイスバイン等）の製造・
販売を行うととともに、「よなばるパイナップルポーク」のブランド形
成を図る。

豚
（農林水産物）

沖縄－５
株式会社グラスアート
藍

沖縄県
名護市

琉球ガラスを活用したエク
ステリア・インテリア等開
発・販売プロジェクト

琉球ガラスの技術を活用・応用し、テーブルウェア、エクステリア
の高付加価値化、更には新たな分野（建築資材、インテリア）の新
商品開発・販路拡大を目指す。

琉球ガラス
（鉱工業品）
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