
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

東北－１ 河野商店
青森県
むつ市

青森県下北半島産アピオ
スを活用した食品開発、販
売事業

下北半島で急速に拡大している耕作放棄地を活用し、かつ鳥獣
食害に対する適地適作野菜であり、滋養効果も高いアピオスを農
薬を使用せずに栽培し、糖度、大きさに拘った下北半島産アピオ
ス関連商品を「疲れたくない」＋「新しいもの」＋「手軽で前向き」の
コンセプトで開発、製造、販売、ブランディングを行う。

アピオス
（農林水産物）

東北－２ 株式会社川喜
岩手県
釜石市

低酸素気流を利用した粉
体殺菌技術による保存性
に優れた無添加生そば・
半生そばの開発・販売

そば粉比率60～75％で酒精等の添加物を使わず、地元産そば粉
とつなぎの小麦粉及び自然素材、食塩と打ち粉のみの原材料で、
「からだにやさしい麺作り」「蕎麦屋の味をご家庭で」をコンセプトに
麺造りを行い、そばの風味を残しつつ現状の倍の期間日保ちする
生そば、半生そばの開発、販路開拓を行う。

そば
（農林水産物）

東北－３ 及源鋳造株式会社
岩手県
奥州市

南部鉄器の優れた機能性
とデザイン性を兼ね備えた
プロ向けの新たなテーブ
ルウェアのブランド化

南部鉄器の持つ調理器具としての優れた機能性と、レストラン等
で調理後そのままテーブル上に提供できるような食器としての高
いデザイン性を兼ね備えた新たなテーブルウェアの開発、製造、
販路開拓を行い、ブランドの確立に取り組む。あわせて化学物質
対策として防錆加工技術を改良し、海外への販路開拓を進める。

南部鉄器
（鉱工業品）

東北－４ マルニ食品株式会社
宮城県
登米市

「あおばの恋」等宮城県産
小麦を活用した女性向け
新テイストパスタ＆パスタ
スイーツの新ブランド開発

加工時の粘弾性と滑らかさに優れた品種であり、上品なザックリ
感、もっちり感の食感に適している、「あおばの恋」等を中心に宮
城県産小麦を活用したご当地感のある女性向け新テイストパス
タ、パスタスイーツの新ブランド開発に取り組む。需要開拓では女
性の勘所に着眼した美味しい＆ヘルシーの食ライフスタイルを提
案していく。

小麦
（農林水産物）

東北－５
有限会社三浦米太郎
商店

秋田県
にかほ市

新素材等を活用して食べ
やすさや風味を革新させ
た「鰰寿し」の開発･販売

適度な脂乗りの秋田県産ハタハタと、甘みが多く香りが穏やかで
ふっくらとした漬け上がり効果が特長の秋田オリジナル麹「あめこ
うじ」等の新素材を活用した新商品を開発し、これまでにない食べ
やすい鰰寿しを提案する。需要開拓では中食市場のチャネルを活
用し、30～40代の女性をメインターゲットにして若年層への浸透を
図る。

ハタハタ
（農林水産物）
麹菌
（鉱工業品）

東北－６ 株式会社石井製作所
山形県
酒田市

稲作における低コストと省
力化を同時実現する”無
コーティング代掻き同時播
種機”の開発と販路開拓

今後需要が見込まれる飼料用米や加工用米等の生産農家向け
に、栽培を安価に行うことができ、かつ省力化を図れるよう、代掻
きと播種を同時に行い、更には直播に従来必要な鉄コーティング
を要しない機械の開発、販路開拓を行う。また、ブランド力を高め
るため、製品のアフターサービスシステムの構築にも取り組む。

農業機械
（鉱工業品）

東北－７ 有限会社奥山メリヤス
山形県

寒河江市

超立体造形技術とマルチ
ゲージ対応によるメイドイ
ンジャパンのトータルニット
ブランドの確立

立体造形技術と手間のかかる製造工程を基本に、高付加価値の
超極細ゲージから太ゲージ糸まで活用し、プレーンなデザインで
ありながら複雑な編み目を持つ着心地の良いニット製品を開発す
る。シンプルな中にトレンドを取り入れたトータルファクトリーブラン
ド”BATONER”として国内外に販路開拓を図る。

ニット
（鉱工業品）

東北－８ 有限会社佐藤ぶどう酒
山形県
南陽市

山形県産りんご果汁を使
用した冷凍濃縮法による
デザートワインの製造・販
売及びブランド化

土壌改良にこだわりのある生産組合が可能な限り熟度を上げた
地元産りんごだけを使用し、アイスワインと呼ばれる通常の1/4程
度しか取れない冷凍濃縮法によって、特有の味の厚みと香りが生
成される、りんごの高級デザートワインの開発を行う。全ての製造
工程を自社でを行える強みを活かし、ブランド化を図る。

果実酒
（鉱工業品）

東北－９
野沢民芸品製作企業
組合

福島県
西会津町

会津張り子の伝統技術が
創るプレミアム志向「面」
製品の開発と販路開拓

高い会津張り子技巧を活かし、名工が手掛ける木彫の能面に勝
るとも劣らない精度と仕上がりの美しさ、質感を持つ面を開発す
る。日本の伝統文化を象徴した自然素材である紙を材料として、
インテリア・アート志向層を新規購買層として取り込むほか、訪日
外国人向けお土産品として”プレミアム志向「面」製品”の販路開
拓を行う。

西会津張り子
（鉱工業品）

関東－１ 相川商事株式会社
東京都
墨田区

エコテックス認定レザーを
使用した、トドラー向け
シューズ・雑貨など、レ
ザー商品の開発・販売

世界共通の認証規格エコテックス規格100（エコテックス・スタン
ダード100・Ⅱクラス）を取得した独自の皮革素材「エコテックスレ
ザー」を使用して、子供用シューズ・ファッション雑貨、お母さん向
け雑貨などのオリジナル商品の開発・販売を行う。

皮革製品
（鉱工業品）

関東－２
小島染織工業株式会
社

埼玉県
羽生市

カセ染めによる藍色グラ
デーション技術とそれを活
かした藍染商品の開発・
販売

武州正藍染の技法の一つである「カセ染め」の半工業半手工業の
方法により、1本の糸を多色に染め上げる「グラデーション」の糸を
開発し、それを織り込んだグラデーション生地や、生地を活かした
シャツ類の開発を行う。

武州正藍染
（鉱工業品）

関東－３
有限会社那須高原今
牧場

栃木県
那須町

那須地域原産の生乳と乳
酸菌を使った地場産チー
ズの開発と販売および地
域ブランド化

①那須高原で搾乳される生乳を使用し、那須地域で生産されてい
ること。②乳酸菌は、那須地域在来の乳酸菌を使用していること。
③官能検査をクリアしていること。という３つの基準を網羅している
チーズを「那須高原チーズ」（仮称）として、開発・販売していく。

生乳
（農林水産物）
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関東－４ 有限会社鳥仲商店
神奈川県
平塚市

湘南レッドと湘南しらす加
工品を活用した平塚産惣
菜の開発・販売事業

『湘南レッド』（※神奈川県農事試験場が開発した赤玉ねぎ）、『湘
南のしらす加工品』を主原料として、新しい切り口でのオール平塚
産の惣菜商品群（レッドシラスボール、レッドシラスバーなど）を開
発する。

湘南レッド
（農林水産物）
湘南のしらす加工品
（鉱工業品）

関東－５ 天竜産業株式会社
長野県
高森町

市田柿規格外品を活用し
た市田柿かりんとうとつぶ
ごと市田柿ヨーグルトの開
発、製造、販売

市田柿の規格外品を活用して、その有用成分を生かした砂糖や
人口甘味料を全く使用しない加工品、かりんとうとヨーグルトなど
を開発、製造、販売するとともに、それらの主原料となる市田柿
ペーストを域内限定で業務用に販売する。

市田柿
（鉱工業品）

関東－６ ル　パティスリー　ヒデ
群馬県
前橋市

パイ用フィリング製造技術
を応用した群馬県産農産
物のパイ焼き菓子シリー
ズの製造販売事業

群馬県の地域資源である小麦粉をパイ生地のベースに使用し、
間に挟むフィリングにも群馬県産の小麦、苺やよいひめ、りんご、
ブルーベリーなど、群馬県産農産物を使用し、今までにないフィリ
ングとパイの一体感を生み出した、食味・食感のパイ焼き菓子を
開発する。

群馬の小麦
群馬の苺やよいひめ
群馬のブルーベリー
群馬のりんご
（農林水産物）

関東－７ 株式会社北毛久呂保
群馬県
昭和村

新食感コンニャク加工品
の商品開発および販路開
拓

群馬県産のコンニャク100％を活用した、独自の原料配合及び加
工方法により従来のコンニャクとは違った食感・風味・見た目とす
る新食感コンニャクの加工品である①ベジジャーキー、②コンニャ
ク中華食材を開発する。

群馬の蒟蒻
（農林水産物）

関東－８
有限会社浅間高原麦
酒

群馬県
嬬恋村

群馬県産原料を活用した
麦の香り豊かなフルーツ
エールの開発・販売

群馬県産小麦、大麦、苺やよいひめ、ブルーベリー、りんごなど地
元果実を100%使用した「地元果実エール（苺やよいひめ、ブルー
ベリー、りんごなど）」、小麦・大麦を冷温貯蔵した「冷温貯蔵麦の
プレミアムフルーツエール」を開発する。

群馬の小麦
群馬の苺やよいひめ
群馬のブルーベリー
群馬のりんご
（農林水産物）

関東－９ 株式会社風實
茨城県
筑西市

燻製技術を活用したロー
ズポークと茨城県産農産
物を組合せた燻製オイル
漬け商品開発

ローズポークにベーコン等の加工を施し、素材の味の深みを持た
せるため、燻製オーガニックオリーブオイル、燻製塩、燻製醤油、
燻製ガーリック、燻製胡椒を調味料として茨城県産農産物を組合
せたオイル漬けシリーズを開発する。

ローズポーク
（農林水産物）

関東－１０ 株式会社小沢食品
茨城県
那珂市

茨城県農産物を使った健
康ニーズに対応した新
ジャンル大豆加工商品の
開発・販売事業

水戸市産大豆と久慈郡大子町産のこんにゃくを使用した、地域色
豊かで、トレーサビリティを保証した安全・安心を提供し、さらに、
高食物繊維、低カロリーを実現する、従来品にない新ジャンルの
大豆加工商品（「ヘルシーおからファイバー」（仮称））を開発する。

大豆
（農林水産物）
こんにゃく
（鉱工業品）

関東－１１ 株式会社イイジマ
茨城県
水戸市

常陸牛による高級ハム・
ソーセージ等の商品開発
ブランド化事業

常陸牛の特徴である締まった肉質ときめ細かい霜降りとその風味
を生かし、美味しさと高級感を重視した贅沢なソーセージやハム、
ベーコン等の食肉加工商品を開発する。副原料には、地域の有
機野菜や茨城県が推進しているローズポーク等の地域素材を使
用する。

常陸牛
（農林水産物）

関東－１２ ゴッドハンド株式会社
新潟県
燕市

冷間鍛造法による超精巧
ヤスリ・彫刻刀の開発・販
売

これまで職人が行っていた作業の一部を機械化することによりコ
ストの削減を図るとともに、超硬材を金型に活用することによっ
て、今までになかった薄い刃先形状でありながら、折れにくく、切
れ味が鋭い超精巧なヤスリ及び彫刻刀の開発を行う。

金属製品
（鉱工業品）

関東－１３ 有限会社おかめ鮨
山梨県

富士川町

甲斐サーモン等地元産食
材を使った姫棒寿司の開
発と販売

甲斐サーモン、ゆず、紫黒米それぞれの特徴を活かし、地元産食
材を使った姫棒寿司の開発及び販売を行う。ワインに合う商品と
してアレンジした細身の棒寿司として開発し、一口大にカットして
提供する。

甲斐サーモン
ゆず
紫黒米（朝紫）
（農林水産物）

中部－１
有限会社四津川製作
所

富山県
高岡市

高岡銅器を活用し木製漆
器を複合させた酒器等の
製造・販売事業

高岡銅器の精緻な金属加工技術と着色技術を活用し、銅器と木
製漆器を複合させた酒器等を製造・販売する。
本商品は、底部に銅器を使用し、漆器に合う銅器の発色技術を活
用することで安定感とデザイン性に優れた製品を開発。
食品衛生法により、これまで銅製の食器は普及してこなかった
が、本商品ではその課題を解決している。

高岡銅器
(鉱工業品)

中部－２ 株式会社金沢豆冨
石川県
金沢市

加賀丸いもを活用した、
ふっくら食感の高級がんも
どきの製造・販売事業

加賀丸いもを生地のつなぎとして活用することで、よりふっくらした
食感の高級がんもどきの製造・販売を行う。
石川県ではなじみの深い「ひろず」（がんもどきの一種）に、具材を
出来る限り県内産品にこだわり、首都圏・関西圏などの百貨店地
下食品売場への高級総菜として、新たなお土産品等としての市場
獲得を目指す。

加賀丸いも
(農林水産物)

中部－３
株式会社中央技研工
業

岐阜県
山県市

新たな回転機構と２段圧
縮方式による高性能コン
プレッサーの製造・販売事
業

「ピストンを芯で押す新回転機構」と「２段圧縮ピストン機構」を組
み合わせた高性能コンプレッサーの製造・販売を行う。
本商品は、小型・高圧・省エネルギー・低振動・高耐久・高機密な
どで、これまでにないものである。国内外の圧縮空気を利用する
工場や、希少ガスなどの回収・再利用する現場への販路開拓を行
う。

岐阜県の一般産業用
機械
（鉱工業品）
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中部－４ 合資会社若林製菓
岐阜県
坂祝町

ハツシモの米粉でつくる
ゴーフレットなど焼菓子の
製造・販売事業

美濃ハツシモの米粉のみを使ったゴーフレットなどの焼菓子の製
造・販売を行う。
当社の独自の加工技術を用いて、米粉のみでは生地に弾力を持
たせるのは困難であった加工を可能とし、製品化した。
岐阜のお米であるハツシモといった地域性を前面に出しながら、
岐阜県内外における販路を開拓していく。

美濃ハツシモ
（農林水産物）

中部－５ 株式会社丸八製菓
愛知県
豊橋市

愛知の和菓子製造技術を
活用したチョコだんご等の
製造・販売事業

チョコレートの口どけに合うだんご生地にチョコレートコーティング
を施しただんごの製造・販売を行う。
本商品は、だんご生地に使用する上新粉の粒度を細かくすること
により、チョコレートとだんご生地の相性を高く実現している。
従来のだんごとは一線を画す商品として、子供や若年女性をター
ゲットに販路開拓を行う。

愛知の和菓子
（鉱工業品）

中部－６ 株式会社太田商店
愛知県
岡崎市

純国産鶏「岡崎おうはん」
を活用したハンバーグ等
加工食品の製造・販売事
業

純国産鶏「岡崎おうはん」の特性である凝縮された旨味と弾力の
ある歯ごたえ、ジューシーさを活かし、舌触りが滑らかなハンバー
グ等の加工食品を製造・販売を行う。
岡崎おうはんの認知度及びブランド力向上に努め、全国の百貨店
や高級スーパーなど、こだわりを持った小売店及びカタログ通販
等の販路を開拓していく。

岡崎おうはん
（農林水産物）

中部－７ 丸石醸造株式会社
愛知県
岡崎市

常温流通可能な高果汁・
低アルコールリキュール
の開発及び販路拡大事業

果汁高比率かつ低アルコールで常温流通が可能な日本酒をベー
スとしたリキュールの製造販売事業を行う。
清酒製造の特性である常温流通を可能にする技術を活用し、常
温流通でも微生物によるビン内発酵が発生しない品質を確立して
いる。あまりお酒に強くない若年層や女性をターゲットに販路開拓
を行う。

愛知の清酒
（鉱工業品）

中部－８
株式会社セラミック・
ジャパン

愛知県
瀬戸市

瀬戸焼の一部にガラスを
融合させた陶磁器製品の
製造販売事業

不可視性の陶磁器の一部に耐熱ガラスを結合させ、内部空間の
視認を可能にしたデザイン性の高い陶磁器製品を製造販売する
事業を行う。
本商品は、磁器とガラスを一体化させる溶融着により、高いデザイ
ン性などを有している。デザイン性に関心が高い女性を主たる
ターゲットとして、需要開拓を行う。

瀬戸焼
（鉱工業品）

中部－９ 横山興業株式会社
愛知県
豊田市

高精度金型研磨技術から
誕生したバーグッズのブラ
ンド構築とキッチングッズ
へのバリエーション展開事
業

金属の打ち抜きに使用するプレス金型に施す研磨技術を活用し、
機能性の高いカクテルシェーカー等バーグッズなどの製造・販売
を行う。
本商品は、金型研磨の技術特性を用いたことで、カクテルを作る
ために必要な要素を高い次元で実現している。プロのバーテン
ダーなどをターゲットに、国内外において販路開拓を行う。

愛知の金型
（鉱工業品）

中部－１０ 金山化成株式会社
愛知県
西尾市

発泡樹脂に新たな機能を
付与させる独自含浸技術
を活用した防蟻断熱材等
の製造・販売事業

発泡樹脂製品に、液体物質を含浸処理し、新たな機能、性能、特
性を付与した製品を製造・販売する。
当社の含浸処理によって、防蟻性を有する建築用断熱材を製造
し、また、防水機能や導電性の向上など、従来の特性に付加価値
をつけることが可能となった。建築資材や止水容器などを扱う市
場をターゲットに販路開拓を行う。

愛知のプラスチック
（鉱工業品）

中部－１１
株式会社マエダモール
ド

愛知県
常滑市

常滑焼に用いる石膏型の
製造技術を活用した人工
乳房および関連製品の製
造・販売事業

常滑焼に用いる石膏型の製造技術である職人の手法やマシニン
グセンタ等による加工方法を活用し、乳房摘出手術を受けた患者
向けに人工乳房等を製造・販売する。
常滑焼の石膏型製造の技術を活用したことで、再現性が高く、低
価格な商品を実現している。非接触３Ｄスキャナを用いることによ
り、購入者の負担を軽減している。

常滑焼
（鉱工業品）

中部－１２ 株式会社猪の倉
三重県
津市

猪の倉温泉においてノル
ディックウォーキングを取
り入れた健康体験型プロ
グラムの提供販売事業

敷地内にノルディックウォーキングコースを設け、温泉入浴や観光
農園などを組み合わせた健康志向の宿泊プログラムなどを提供
販売する。
当地域内では、当社が初めてノルディックウォーキングコースを設
け、健康志向プログラムに取り組む。
健康志向の強いファミリー層などへの認知度を向上させ、販路開
拓につなげていく。

猪の倉温泉
（観光資源）

中部－１３
株式会社三重木型製
作所

三重県
四日市市

軟質プラスチックの切削加
工技術を活用した柔軟・弾
力素材加工による介護ロ
ボット等外装の試作品等
製造・販売事業

弾力性のあるプラスチックに切削と塗装の技術を組み合わせるこ
とで、介護ロボット等の外装パーツの試作品の製造・販売を行う。
本商品は、高精度の加工が難しい弾力性の高い素材を、切削し、
塗装による仕上げをしている。
介護ロボット開発・製造に関わるメーカーや、学術機関等を主な
ターゲットに、販路開拓を行う。

プラスチック及びプラ
スチック製品
（鉱工業品）

中部－１４ 有限会社ヤマショー
三重県
紀北町

冷凍加工ノウハウを活用
したニギスやマンボウの水
産加工食品の製造・販売
事業

加工が難しく、水揚げされた漁港近隣で消費されていたニギスや
マンボウをナゲットなどの冷凍水産加工品として製造・販売を行
う。
本商品は、当社独自の製造技術で成型しづらい魚肉を短時間で
定量に切り分けなどを行い製造している。手軽に水産物を食す商
品として、簡便化志向の高い年代層などに販路開拓を行う。

冷凍水産加工食品
(鉱工業品)

近畿－１ 株式会社室次
福井県
福井市

速醸技術を活用した魚醤
油をはじめとする調味料
の開発・製造および販売

福井県立大学が開発した速醸技術を活用して、サバの内臓から
短期間で魚醤油を製造する。旨味が深く、減塩・低塩であり、アル
コールゼロ（ハラール対応）などの特徴を活かし、関連製品も含
め、試作・開発を行い、国内外での販売を目指す。

醤油
（鉱工業品）

近畿－２ 東光機材株式会社
兵庫県
三木市

高度な平板金属加工によ
り安全性・利便性を高めた
“踏み台”の開発・製造・販
売

平板金属加工の高い設計力と技術力によって、より安全性と利便
性の高い“踏み台”を新たに開発する。滑り止め効果、軽量でシン
プルなデザイン性、導電性および電磁波の遮蔽性を有する踏み
台など、使用用途に応じた特徴を持つ製品をラインナップする。

三木金物
（鉱工業品）
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近畿－３ ワシオ株式会社
兵庫県

加古川市

“天然繊維シルク”を起毛
したインナーウエア・靴下
製品の開発・製造・販売

天然素材シルクの持つ調湿性や肌への優しさ、保温性といった特
性を当社独自の「もちはだ」起毛によってさらに高めている。ムラ
のない起毛を施すことで、起毛の状態が洗濯しても変わらない、
従来のシルク製品に比べて耐久性のあるインナーウエアや靴下
を実現。

靴下
（鉱工業品）

近畿－４ 日本ニット株式会社
奈良県
香芝市

「ハードな動きに耐える」超
高耐久スポーツソックスの
開発・製造・販売
～編みにくい超高強度
スーパー繊維を採用～

「さらに丈夫な靴下が欲しい」というユーザーの声に応え、従来製
品の「高耐久スポーツソックス」を更に進化させるため、「超高強度
スーパー繊維『ダイニーマ』」を採用し、独自の編立技術で部分補
強した「超高耐久スポーツソックス」を製造・販売する。

靴下
（鉱工業品）

中国－１ 有限会社渡邊水産
島根県
出雲市

「魚の一夜干し」の技術を
活用した、多様な用途で
簡便調理が可能な食材の
開発・販売

一夜干しの製造技術に加え、独自技術である「冷蔵熟成」を行うこ
とにより、食材としての旨味が増し、素材本来の美味しさを味わう
ことができる。調理に適した水分量であるため、焼く、煮る、揚げ
る、炒める、蒸すなど、多様な用途で簡便調理を可能とした下ごし
らえ済みの食材を開発する。

魚の一夜干し
（鉱工業品）

中国－２ 有限会社岡富商店
島根県
大田市

さばの塩辛をベースにした
調味料の開発・販売

保存食として食されていた「さばの塩辛」をそのまま食する用途で
はなく、ペースト化することにより新たな調味料として用途拡大し、
和食文化に限らず、食文化の多様化にあわせ、イタリアン・中華
向けにも商品を開発する。

さばの塩辛
（鉱工業品）

中国－３ 株式会社大津屋
山口県
下関市

醤油を活用した新たな調
味料の商品開発及び販路
開拓事業

生（き）醤油をベースに米糀（こうじ）やピーマンなどを原料として、
日本独自の伝統的発酵商品である「醤油」の特徴を活かし、醤油
本来の旨味と、組み合わせる原料の香り・風味を活かした、醤油
製造会社だからこそできる商品として新たな調味料を開発する。

醤油
（鉱工業品）

四国－１ 篪庵有限会社
徳島県
三好市

平家落人伝説が残る落合
集落に所在する茅葺古民
家を活用した外国人向け
「平家落人文化体験講座」
プログラムの開発・提供

「落合集落」と「平家落人伝説地」を素材に、外国人であるアレック
ス・カーのプロデュースのもと、地域住民を講師として巻き込みな
がら、茅葺古民家を会場及び宿泊施設として活用し、座学と体験
の複数の講座を一つにパッケージ化した外国人向けの地域文化
体験プログラムツアーの開発・提供を行う。

落合集落
平家落人伝説地
（観光資源）

四国－２ 株式会社ホリ
香川県
高松市

オリーブ葉のパウダー及
び高濃縮エキスを活用し
た魚介類の揚げ物冷凍食
品の開発・製造・販売

オリーブ加工品（オリーブ葉のパウダー及び高濃縮エキス）の特
性を活用し、オレウロペインやヒドロキシチロソールを含み、血糖
降下作用や抗高血圧作用、抗酸化作用などの効果が期待される
魚介類の揚げ物冷凍食品の開発・製造・販売を行う。

オリーブ加工品
（鉱工業品）

四国－３
ユースエンジニアリン
グ株式会社

愛媛県
新居浜市

一般産業用機械の生産に
係る技術を活用し、電極を
小型化したプラズマ処理
装置の開発・製造・販売

一般産業用機械の生産に係る技術のうち、安定した電極を設計
する技術・搬送ロールを設計する技術と組立技術を活用して、従
来の製品と比較して電極の高さを２分の１、厚さを４分の１に小型
化し、連続して均質なプラズマ処理を行うことが可能となるプラズ
マ処理装置の開発・製造・販売を行う。

一般産業用機械
（鉱工業品）

四国－４ 株式会社本田洋行
愛媛県

四国中央
市

愛媛のかんきつ（温州み
かん）を活用したウェット
シートの開発・製造・販売

抗アレルギー、抗炎症作用、保湿性などが確認されているヘスペ
リジンを含む温州みかんの果皮を活用し、頭皮・頭髪洗浄用、肌
洗浄用、美容用などのウェットシートの開発・製造・販売を行う。

愛媛のかんきつ（みか
ん類）
（農林水産物）

四国－５ 燈ので家　小森　將義
高知県
大豊町

鹿肉を活用したペット用加
工食品の開発・製造・販売

鹿肉が有する高タンパク、低脂肪、低カロリーで、鉄分を豊富に含
む特性を活かし、豊富な栄養成分と肉質を損なうことなく、また保
存料、添加物、着色料などを使用していない無添加のペット用加
工食品の開発・製造・販売を行う。

鹿（肉）
（農林水産物）

九州－１ 大川精工株式会社
福岡県
大川市

大川木工技術を活用した
海苔の品質向上を図る海
苔加工機械用裁断刃物の
開発と販路開拓

当社が蓄積してきた大川木工製品製造に欠かせない機械刃物の
技術およびノウハウを活かし、海苔がきれいに切れ、細胞の破壊
が少なく、海苔の品質が良くなる新たな海苔加工用切断刃物を開
発した。本事業では更なる製品の改良と用途の開発および販路
の開拓を行う。

大川木工製品
（鉱工業品）

九州－２ 天吹酒造合資会社
佐賀県

みやき町

佐賀県産食用米と花酵母
の最適な組み合わせによ
る純米大吟醸酒等の開発
と新たな販路開拓

本事業では酒造好適米ではなく佐賀県産食用米を用い、また清
酒酵母として他社にないリンゴやバナナの香りや味が感じられる
「花酵母」を用い、当社が培ったその特性を引出す醸造技術によ
り、従来品に引けを取らない純米大吟醸酒などを開発し販路開拓
を行う。

米
（農林水産物）
清酒
（鉱工業品）

九州－３ やまさ海運株式会社
長崎県
長崎市

“明治日本の産業革命遺
産群”と“長崎台場跡”を活
用した、観光丸によるヘリ
テージツーリズム商品の
開発と販路開拓

明治日本の産業革命遺産群に含まれる長崎関連の施設等を活
用し、幕末期オランダより献上された“観光丸”の復元船を使った、
テーマ性があり事前学習を盛り込んだ、長崎の新たなヘリテージ
ツーリズム商品「専門ガイド付き“明治日本の産業革命遺産群”と
“長崎台場”巡りクルーズ」の開発と販路開拓を行う。

長崎台場跡魚見岳台
場跡、長崎台場跡四
郎ヶ島台場跡、小菅
修船場跡、グラバー邸
（観光資源）
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九州－４ 合資会社鳥丸八十七商店
熊本県
熊本市

新たな製造技術によるS型
断面形状こんにゃく及び加
工品の開発・販路開拓

清冽な地下水を利用し、当社が開発したS型断面形状こんにゃく
の技術製法を使い、業務用のサラダこんにゃく用として、また高温
加熱プレス加工することによりおつまみとして手軽に食べるこん
にゃくで新たな消費拡大につなげる。

こんにゃく
（鉱工業品）

九州－５ 合名会社まるはら
大分県
日田市

平安時代にあった穀・肉・
魚・草醤等を組合せた普
及型新調味料の試作開
発・販路開拓

平安時代の文献に肉醤、魚醤、草醤の記述があったが、1700年
以降は魚醤以外は製造されなくなった。当社は独自製法で、現代
の味覚、使い勝手に合うようにアレンジした醤油を再現し、これら
を用いただし醤油、焼肉のたれ、万能ソース等、普及型新調味料
の試作開発・販路開拓を行う。

醤油
（鉱工業品）

沖縄－１ 上間商店株式会社
沖縄県

今帰仁村

５感で楽しむ沖縄の闘牛
ブランド化発信事業from
今帰仁

今帰仁村の魅力を発信するため、観光資源である「闘牛」を活用
し、飲食メニュー・加工品の開発や闘牛をモチーフにした関連グッ
ズの開発、更には闘牛とのふれあい体験メニューなどを開発し、
新事業展開を目指す事業。

島とうがらし、沖縄島野
菜　島ニンジン　野菜パ
パイヤ（農林水産物）
沖縄の塩（鉱工業品）
闘牛（観光資源）

沖縄－２
ゴーヤカンパニー有限
会社

沖縄県
石垣市

国産胡椒ピパーツ（ヒハツ
モドキ）を使った高付加価
値商品の開発と販路開拓

八重山地方の特産、唯一の国産胡椒「ピパーツ」を、最新の技術
（殺菌、乾燥）を用い、高品質、高付加価値の商品を製造、併せて
既存販路のほか、県外百貨店、クオリティースーパー等への販路
開拓を目指す事業。

ヒハツモドキ
（農林水産物）
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