
地域産業資源活用新商品開発等支援事業【採択件数：６６件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社ハルキ 北海道森町 道南スギを用いた防火木材の外装材・内装材の開発・販売

東北－１ あおもり藍産業協同組合 青森県青森市 青森独自の染料化技術を核とする「あおもり藍」ブランド商品の開発、製造、販売

東北－２ 株式会社駒嶺商店 青森県風間浦村
津軽海峡産「活〆あんこう」の独自流通システムの開発と「あんこう鍋セット」、加工
品等の開発及び販売

東北－３ 有限会社ヤマコ武田商店 宮城県塩釜市 塩竈旬感マグロの新たな加工・流通システム開発とブランドの確立

東北－４ 株式会社斉吉商店 宮城県気仙沼市
三陸産さんま等を利用した常温保存可能な加工品開発と顧客に直接語りかける販
路の確立

東北－５ 株式会社ニューテックシンセイ 山形県米沢市
金属加工技術を利用した知育玩具・生活雑貨等の高精度な木工製品の開発・販売
とブランド化

東北－６ オリエンタルカーペット株式会社 山形県山辺町 山形緞通の個人ユース向け絨毯の開発と販売

東北－７ 株式会社坂本乙造商店 福島県会津若松市
会津伝統漆芸技法による蒔絵手法の皮革製品及び繊維製品等の商品開発と販路
開拓

東北－８ あぶくま食品株式会社 福島県伊達市 福島県産生食用桃を活用した高付加価値加工食材の開発と販路開拓

関東－１ 株式会社ふじ屋 茨城県桜川市 地域農産物等を活用した高級プリンとプリンを応用したスイーツ商品の開発販売

関東－２ 蔵前産業株式会社 群馬県前橋市 群馬県東毛地域の織物を活用した新しいパッケージの開発・販売

関東－３ 株式会社クリマ 群馬県伊勢崎市 群馬の豚肉を用いた“氷室氷温熟成豚肉”およびその製品の開発とブランド化

関東－４ 根岸物産株式会社 群馬県藤岡市
地域資源を活用した「リング麺（仮称）」の開発・販売及びリング麺を活用した調味済
商品の開発・販売

関東－５ 文化軽金属鋳造株式会社 埼玉県川口市
熱伝導性を活かした軽くて保温・保冷性が高い鍋などのアルミ鋳物キッチンウエア
の開発と販売

関東－６ 有限会社スズ市水産 千葉県南房総市
低活用鮮魚を原材料とする定型・定量を可能とするファストフィッシュ水産加工品の
開発及び販売

関東－７ 株式会社井上蒲鉾店 神奈川県鎌倉市
アカモクと湘南シラス加工品等を活用した蒲鉾惣菜の開発・販売及びブランド化事
業

関東－８ 株式会社冲セキ 神奈川県川崎市
かわさきガラス活用のお墓づくり・市場開拓を契機とした川崎ガラス工芸の活性化事
業

関東－９ 株式会社COTE 神奈川県山北町
小田原の未利用魚と梅酢加工技術を活用した漁師（伝承）料理｢鯵ダレ｣等の開発・
販売事業

関東－１０ 有限会社豆撰 新潟県長岡市 栃尾あぶらげの高付加価値化と応用商品の開発と販売

関東－１１ 山崎醸造株式会社 新潟県小千谷市 新潟米を使用した米こうじを核にした、調味料等の商品開発と販売

関東－１２ 長谷川醸造株式会社 山梨県南アルプス市 規格外の甲州小梅及び小梅の種を活用した新しい食品の開発と販売事業

関東－１３ 有限会社横内製麺 山梨県北杜市
地元産小麦を使った「夏場でも食べられるほうとう麺」及び「付随するスープ」の開発
と販売事業

関東－１４ マルオカ工業株式会社 長野県木祖村 木曽の木材・木工芸を活用した「新和風額縁」事業化プロジェクト

関東－１５ 有限会社遠州ネット 静岡県磐田市 遠州織りの”からみ織”技術を活用したスカーフ・ストール等のブランド化事業

関東－１６ 有限会社勝美 静岡県浜松市
浜名湖うなぎコラーゲン・セラミドパウダーを活用した新たな冷凍焼おにぎり等の開
発、製造及び販売

関東－１７ 株式会社四季彩堂 静岡県浜松市
遠州綿紬を活用した新たなコーディネート小物、生活雑貨等の商品ラインナップ開
発と市場開拓

中部－１
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

中部－２ 新光硝子工業株式会社 富山県砺波市 高精度な「曲げガラスの加工技術」を活かしたインテリア製品の製造・販売

中部－３ 有限会社シーブレーン 石川県金沢市
伝統工芸の技術を文字盤に使った「はなもっこ」をはじめとするファッション腕時計の
商品開発と販路開拓

中部－４ 山越株式会社 石川県かほく市 遮熱性・省エネ効果の高い緑の屋外カーテン（ガーデンカーテン）の製造・販売事業

中部－５ 寺井レース有限会社 石川県川北町 編レース技術を活かした防草機能の高い植栽シートの商品開発と販路開拓事業

中部－６ 有限会社プランドル飯田 石川県津幡町
しめつけが緩やかなのにずれ落ちにくい体に優しいサポーターの商品開発および販
路拡大事業

中部－７ 日本セキソー株式会社 岐阜県中津川市
精度の高い積層段ボールの加工技術による、耐水性・防炎性に優れた反りの少な
い段ボール製大判ボード「セキソーパネル」シリーズの開発製造・販売事業
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中部－８ 有限会社内木木工所 岐阜県中津川市
東濃の木工製品の「ハギ合わせ」技術を活用した木製新素材及びオリジナル家具・
雑貨等の製造・販売事業

中部－９ 山路製陶所 岐阜県土岐市
美濃焼の焼成技術を活用して高い遠赤外線放射率を実現した「お湯を使わない足
湯用セラミックボール」の製造販売事業

中部－１０ 株式会社エヌエーオー 岐阜県郡上市 長良川源流の起伏ある沢の自然を体感するカート散策集客事業

中部－１１ 八幡化成株式会社 岐阜県郡上市
独自工法「デザインメジャーメント射出法」により、エラストマー樹脂で一体成形され
たデザイン性の高い生活関連雑貨の製造・販売事業

中部－１２ 進弘産業株式会社 愛知県一宮市 尾州インテリア織物技術を活かした新機能ロールスクリーンの製造・販売事業

中部－１３ 株式会社中外陶園 愛知県瀬戸市
瀬戸焼の圧力鋳込み成形や接着技術を活用した小型薄物の陶製アクセサリーの製
造・販売事業

中部－１４ 有限会社竹堂園 愛知県瀬戸市
瀬戸焼の技法を活用してピンホール等の削減を実現した名入れ子ども食器等の製
造販売事業

中部－１５ 油圧機工業有限会社 愛知県西尾市
アルミニウム鋳造品リサイクル工程の全自動化を実現させる廃材自動切断機の製
造・販売事業

中部－１６ 市川織布工場 愛知県蒲郡市
綿スフ織物の特殊製織手法であるカラミ織りを活用した日よけシェード「ichiori
shade(イチオリシェード）」等の製造販売事業

中部－１７ 株式会社アカイタイル 愛知県常滑市
常滑焼の加飾技術、成形技術を活用した歴史的建築物等の再現性の高い復元用タ
イルの製造販売事業

中部－１８ 有限会社オーパ・クラフト 愛知県大府市
ＦＲＰの積層技術を活用し、転覆防止用フロートの装着を可能にした小型船艇の製
造販売事業

中部－１９ 竹政製陶有限会社 三重県四日市市
遠赤外線耐熱セラミック製でカラーバリュエーション化を実現した萬古焼節水調理鍋
「ウォーターリッド鍋」の製造・販売事業

中部－２０ 有限会社藤総製陶所 三重県四日市市 「茶を愉しむ」萬古焼・至高急須シリーズの製造販売事業

中部－２１ 株式会社松阪マルシェ 三重県松阪市 伊勢茶の活性化を目指し開発、商品化した『伊勢の和紅茶』シリーズの拡販事業

近畿ー１ 浜本テクニカル株式会社 福井県鯖江市 プレス加工による薄型積層プラスチックフレームの開発・販売

近畿－２ 滋賀麻工業株式会社 滋賀県愛荘町 “洗える麻わた”を用いた敷きパッドと多用途パッドの開発・製造・販売

近畿－３ 日本黒鉛工業株式会社 滋賀県大津市
リン酸鉄リチウムイオン電池用の黒鉛新製品「黒鉛導電性塗料を塗布したプライ
マーコート品」の開発・製造・販売

近畿－４ 佐々木酒造株式会社 京都府京都市
京都の伝統的甘口清酒製造法である麹糖化技術を活用した天然糖化飲料及び食
品原料の開発・販売

近畿－５ 多可染工株式会社 兵庫県多可町 播州織先染め技術を活用した機能性天然素材生地の開発・製造・販売

近畿－６ 原田織物株式会社 和歌山県橋本市 フィラメントを使ったループパイル生地による生活雑貨品等の企画開発・製造・販売

中国－１ 甲陽ケミカル株式会社 鳥取県境港市
カニ殻から抽出される「キチン」「キトサン」を活用した高付加価値商品の製造、販売
事業

中国－２ 株式会社ワタオカ 広島県呉市 ヤスリの技術を活用した多様な用途向けヤスリの開発及び販路開拓事業

四国－１ 株式会社キングフーズ 香川県さぬき市
冷凍食品の生産に係る技術を活用した新たな魚介類使用冷凍食品の開発・製造・
販売

四国－２ 有限会社菱田ベーカリー 高知県宿毛市 高知県産の米を活用したラスクの開発・製造・販売

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

九州－２ 株式会社吉村商店 佐賀県唐津市 「唐津あじ」を活用した日本初となる日本産ハラル餃子開発と販路開拓

九州－３ 株式会社スカルパ 長崎県長崎市 茂木びわの種を活用した独自の焙煎加工によるびわ種茶の開発及び販路開拓

九州－４ 株式会社蒲公英 熊本県八代市 八代産完熟トマトと植物性乳酸菌を活用した商品の開発・販路開拓

九州－５ 宮崎ひでじビール株式会社 宮崎県延岡市
SPG膜精密ろ過技術と宮崎県農産物を利用したビール・フルーツ発泡酒の開発と販
路開拓

沖縄－１ ゆいまーる沖縄株式会社 沖縄県浦添市 新しい沖縄工芸品によるテーブルウェア及びライフスタイル雑貨の提案

沖縄－２ 株式会社プラザハウス 沖縄県沖縄市
沖縄の素材・デザイン・工芸技術にこだわったファッション・雑貨・ギフトブランドの展
開

沖縄－３ 有限会社インターリンク沖縄 沖縄県金武町 豆腐餻（とうふよう）の高付加価値化と多用途化の２極化戦略による市場拡大事業

沖縄－４ 合同会社島の元気研究所 沖縄県伊是名村 島米を活用した新商品の開発、商品化と全国販路拡大事業


