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□地域産業資源活用事業計画　認定一覧

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

東北ー1 佐藤繊維株式会社
山形県
寒河江市

超希少性の高級ニット小
物の開発と、新たな販売
形態による地域ブランド
化

最高級な正規品の製造過程で余った残糸等を活用し、最高の技術で編み上げたデザ
イン性の高い、ネクタイや靴下などの小物商品の開発・製造を行う。加えて、会社敷地
内に新たに開店したセレクトショップGEA(ギア)での専用販売等新たな販売形態の導入
による集客と地域の活性化を図る。

ニット
(鉱工業品)

東北ー2
有限会社福島路ビー
ル

福島県
福島市

フルーツ王国福島のくだ
ものを使用したフルーツ
ビール（発泡酒）の開発
と販路開拓事業

福島の果樹を豊富に使用し、果物の香りと風味、ビール本来のドライですっきりとした
味わいを両立させたビールに仕上げ差別化した商品を開発。フルーツ王国福島だから
こそ可能な様々な種類の果物によるフルーツビールをシリーズ化し、事業者向けや酒
卸・酒販店を重点に販路開拓を進める。

桃、りんご、西洋な
し、ﾌﾟﾗﾑ、いちご、
いちじく
（農林水産物)

関東ー1
アサヤ食品株式会社

山梨県
山梨市

山梨県産果実１００％で
つくる本格バルサミコ酢
等の開発と販売

生食用及び醸造用に多くのぶどう品種が栽培されている山梨県ならではのぶどうの特
性を活かして、市場には類似品が存在しない、県産ぶどう100%の本格バルサミコ酢、樽
熟成ワインビネガー、また、もものバルサミコ酢の開発と販売を行う。

ぶどう
（農林水産物）

関東ー2
有限会社福田織物

静岡県
掛川市

コーデュロイ技術を活用
した深畝柄デザイン変則
二重織の開発及び商品
販売事業

遠州織物の技術を活かして、従来のストライプ柄とは異なる立体的な表面デザインで、
軽く柔らかい“深畝（ふかうね）柄デザイン変則二重織” を開発し、同生地とこれを用い
た服飾雑貨を販売展開し、国内外に新たなテキスタイルを訴求すると共に、産地の活
性化を図る。

遠州織物
（鉱工業品）

中部ー1 株式会社大野屋
富山県
高岡市

富山米の米粉を活用し
た落雁木型製法によるラ
ムネ菓子の製造・販売事
業

粘りの強い富山米と伝統的な落雁製造用木型によるラムネ菓子の製造・販売を行う。
富山米をつなぎとして活用し、口溶けの良さを高めている。また、木型で作るため、ラム
ネ一粒一粒の形状が異なるほか、和風なパッケージや風味にこだわり、優雅で高級感
のある商品展開を進め、大人の女性をターゲットに需要開拓に取り組む。

富山米（農林水産
物）

中部ー2
有限会社浅田漆器
工芸

石川県
加賀市

山中漆器の漆塗り技術
を九谷焼磁器へ活用し
た商品の製造・販売事業

山中漆器の漆塗り技術を九谷焼磁器へ活用した漆塗り磁器商品の製造・販売を行う。
従来の陶磁漆器に比べ、カラーバリエーションを豊富にしたことで差別化を図り、漆塗
膜の独特な光沢や質感により、落ち着きある商品を開発した。
シニア・高齢者向けの嗜好性の高い商品として、百貨店やセレクトショップ等へ展開す
る。

伝統的工芸品（山
中漆器）（鉱工業
品）

中部ー3 たにてる工芸
石川県
加賀市

山中漆器の木地製造技
術とＮＣ加工技術の融合
によるテーブルウェアな
どの製造・販売事業

山中漆器の木地製造技術に、数値制御による機械加工を加え、加飾性の優れたテー
ブルウェア等の製造・販売を行う。
これらの技術により寸法精度の狂いを制御し、今までプラスチックなどで対応していた
製品の製造が可能。
木工製品を好む消費者をターゲットに木工製品では再現できなかった商品展開を行
い、需要を獲得する。

伝統的工芸品（山
中漆器）（鉱工業
品）

中部ー4 株式会社明石合銅
石川県
白山市

建設機械部品に係る製
造技術を活用した環境
配慮型油圧機器部品の
製造・販売事業

鉛を使用しない材質を活用し、建設機械の油圧ポンプなど高負荷が係る部品の製造･
販売を行う。
鉛フリー銅合金は、主に水道の配管などに用いられているが、油圧ポンプなど高い負
荷のかかる部品での量産化は世界でも例が無い。
国内外の建設機械メーカーなどへ広報活動を行い、需要獲得を行う。

建設機械・鉱山機
械部品（鉱工業品）

中部ー5 株式会社ＯｋｕｒｕＳｋｙ
石川県
穴水町

能登のぶどうを活用した
フィグログ等ワインにマッ
チする加工食品の製造・
販売事業

醸造用ぶどうを活用したフィグログなどの加工食品の製造・販売を行う。
本事業のフィグログ（干しぶどうやクルミなどを砕いて練り固めたイタリアの伝統食）は、
ぶどう以外の材料も国産とし、製法に工夫を施すことで6ヶ月間という長期保存を実現。
ワイン愛飲家をターゲットに商品を投入し、域内外の需要開拓に取り組む。

能登のぶどう（農林
水産物）

中部ー6
株式会社谷口製陶
所

岐阜県
多治見市

曲面形状金型とプレス制
御による立体形タイルを
核とした美濃焼装飾タイ
ルの製造・販売事業

従来品に比べて隆起が大きい内壁装飾用タイルの製造・販売を行う。
厚みがあり、曲面形状を実現したタイルを製造可能とする特殊金型を開発し、独自のプ
レス成型方法により、量産化に成功。
厚みや曲面を生かしたデザインを強みに国内外の販売代理店、建築デザイナーやエン
ドユーザまで幅広く販路を開拓する。

美濃焼（鉱工業品）

中部ー7 Ｙ’ｓ－ＴＥＸＴＩＬＥ
岐阜県
各務原市

繊細なデザインを小ロッ
トから提供できるジャ
カード織りの生地および
製品の製造・販売事業

写真のような繊細なデザインを織物で製造できる生地等の製造・販売事業を行う。
従来のジャカード織り工程をスマート化し、小ロットで低価格の提供を実現。変化の速
い消費者トレンドに対応することが可能。
国内外において、デザイナーや個人への生地販売やデザイナーとのコラボレーション
商品への展開も視野に入れる。

岐阜、西濃の織物
（鉱工業品）

中部ー8
株式会社ウェルフー
ド

三重県
鈴鹿市

三重県産大豆を使用し
た糖質制限パン・スイー
ツの製造・販売事業

小麦粉の代わりに三重県産大豆の大豆粉を使用した糖質制限パン・スイーツの製造・
販売を行う。
大豆粉は、酵素を失活させて大豆臭さを軽減し、従来の糖質制限パンに比べて食べや
すい工夫を行っている。
今後、三重県産大豆の豆乳を使った糖質制限商品も開発し、糖尿病患者など糖質制
限をされる方への販売を行う。

大豆（農林水産物）

近畿ー1

ｱｯﾌﾟ ﾄｩ ｻﾌﾟﾗｲ ｲﾝﾀｰ
ﾅｼｮﾅﾙ株式会社
（共同申請者）
創作工芸　Kawai

京都府
京都市
宇治市

染色加工に伝統的な技
術とエアブラシ等の新た
なツールを活用した「京
都発ファッションアイテ
ム」の製造・販売

アップ トゥ サプライ インターナショナル社が流行に合わせたファッション製品を企画し、
海外より仕入れた半製品に共同申請者である「創作工芸　kawai」が伝統的な技術とエ
アブラシ等の新たなツールを活用し染色加工する方法を採り入れ、デザイン性の高い
商品を提供する。

染色製品（鉱工業
品）
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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

近畿ー2
株式会社インプリー
ジョン

大阪府
大阪市

訪日外国人観光客向け
着地型体験観光「ビジッ
ト大阪・おいでやすツーリ
ズム」の開発・提供

歴史をはじめ、「食いだおれ」や「大阪商人」などの大阪独自の文化や芸能、娯楽、また
世界に誇る「なにわのものづくりと職人魂」などの大阪の観光資源を活用し、「大阪に溶
け込む旅」をコンセプトに体験メニューやナイトアクティビティを開発し、観光コース化す
ることにより、FIT（個人客）やMICE（中小グループ・団体客）など幅広い訪日外国人を獲
得する。

黒門市場、心斎橋
筋商店街、新世界、
住吉大社、天神橋
筋商店街、天王寺
七坂、道頓堀、大阪
城公園、チンチン電
車（阪急軌道阪境
線、ぶどう畑（観光
資源）

近畿ー3
株式会社Ｋｎｙｓ(ケ
ニーズ)

兵庫県
神戸市

袋縫いと圧着の製造技
術を靴底新素材に適合
させた、軽くて丈夫な靴
の開発・製造・販売

当社が培ってきた、産地でも希少技術となっている靴甲部の袋縫製技術や甲部と靴底
の圧着技術等を、ウレタンより丈夫で、ゴムより軽い新素材の靴底に適合させ、本革カ
ジュアル靴最軽量を目指し、極めて丈夫で歩きやすい靴を開発・製造・販売する。

神戸靴（鉱工業品）

近畿ー4 島田製織株式会社
兵庫県
西脇市

シルク感覚の綿生地を
活用したアパレル製品の
開発・生産・販売 ～綿
100番単糸の生地の開
発・生産により実現～

産地卸問屋として培った当社の企画力・提案力・管理力と「播州織」産地の固有の技術
（綾織・２重織・よろけ織・絡み織など）を活用し、シルク感覚の風合いや色の混ざり具
合など、新しい特色をもつ「綿100番手単糸」を中心とした生地の多品種化と、それを
使ったアパレル製品の開発と販売拡大に取り組む。

播州織（鉱工業品）

中国ー1 株式会社山賀
山口県
下関市

ふぐの王様と言われる
「トラフグ」本来の食感や
味を活かした新商品開
発および販路開拓

刺身として食される「トラフグ」の身を原料に、専用裁断機でカットし、食感や味を活かし
つつ、瓶詰め商品に加工することで、安価で手軽に提供することができる。「トラフグ」の
食感や味を活かした商品開発に取り組み、全国に向けた販路開拓を行う。

ふく（農林水産物）

四国ー1 有限会社菓匠芝山
香川県
高松市

オリーブ葉のパウダーを
活用したオリーブ餡とオ
リーブ餡を使用した和洋
菓子の開発・製造・販売

オリーブ加工品（オリーブ葉のパウダー）を餡に加えることで、ポリフェノールの一種で
ある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健康志向の消費者向け和洋菓子の開発・製造・販
売を行う。

オリーブ加工品（鉱
工業品）

四国ー2
株式会社オーシャン
ドリーム

愛媛県
八幡浜市

八幡浜港で水揚げされ
るハモを活用した加工食
品の開発・製造・販売

ハモが有する高タンパク質、低脂肪、低カロリー、低コレステロールという特性を活用
し、健康志向の消費者をターゲットに、調理の手軽さも考慮したハモ加工食品（湯引き、
天ぷら、ハモ鍋、焼物、煮物、だし）の開発・製造・販売を行う。

ハモ（農林水産物）

四国ー3
株式会社熊谷ファー
ム

高知県
東洋町

猪肉を活用したペット用
加工食品の開発・製造・
販売

高タンパク質、低カロリー、ビタミンB群（B２、B６、B１２）を豊富に含み、臭みがなく、
ペットの食用に適した脂身の少ない猪肉を活用し、保存料、着色料などを使用しない健
康志向のペット用加工食品の開発・製造・販売を行う。

猪（農林水産物）

九州ー1 前田建具製作所
福岡県
大川市

新たなる木組「立体組
子」を活用した建具、家
具インテリア商品の開発
と販路開拓

大川木工職人の伝統技術の活用と精密機械の使用を図り、「立体組子」という組子の
単位を三次元的に積層する方法を考案。従来の組子とは見え方が異なる（奥行き感や
空間の広がりを演出）商品を試作開発した。室内装飾や家具、インテリア商品として活
用を図るための開発及び販路開拓を行うものである。

大川木工製品
（鉱工業品）

九州ー2 株式会社東京食品
福岡県
桂川町

県産大豆を活用した冷
凍豆腐加工食品の開発
と販路開拓

自社の厚揚げ生地処理技術とその製造技術を応用して製造する冷凍豆腐生地を開
発。解凍しても変性や変形がなく、大豆の風味や豆腐特有の滑らかな食感も損なわれ
ない商品である。
また、この生地に福岡県産の農林水産物をブレンドすることにより、顧客ニーズに応じ
た新たな商品の開発及び販路開拓を行うものである。

県産大豆（フクユタ
カ）
（農林水産物）

九州ー3
鹿児島県オーストリッ
チ事業協同組合

鹿児島県
鹿屋市

ダチョウの肉や卵を活用
した加工食品の開発と販
路開拓

ダチョウの肉の精肉加工過程で生じる細切れやくず肉を活用し、加工食品（ウイン
ナー、ハム、パテ）の開発とダチョウの卵を使用したプリンの開発を行う。機能面の効能
（低脂肪、低下カロリー等）から高齢者やスポーツ選手をイメージターゲットとして設定
し、開発及び販路開拓を行うものである。

ダチョウ
（農林水産物）

沖縄ー1
CHALLENGE
Okinawa合同会社

沖縄県
豊見城市

「沖縄空手」をテーマとし
た商品開発及び世界空
手愛好家とのネットワー
ク構築による販路拡大事
業

琉球王国時代から時代を超えて人々を魅了してやまない沖縄の文化。その一つとして
「沖縄空手」があり、沖縄は、世界の空手愛好家の憧れの地でもあります。本事業は
「沖縄空手」をテーマとした商品の開発、イベントの開催を積極的に仕掛けることやＳＮ
Ｓを活用し、世界の空手愛好家とのネットワークを構築することで販路の拡大を目指し
ます。

沖縄の空手・古武
術
（観光資源）

沖縄ー2 有限会社 ローヤル
沖縄県
読谷村

沖縄海産物を活用した
商品開発及び販路開拓
事業

ソデイカやマグロは、水揚げ量が多いものの加工品が少ない。ソデイカやマグロの地域
資源を活用し、これまでにない海産物加工品を開発し、新たな市場を開拓していく。
【商品の概要】
①イカしたタコライス（試作品あり）、②イカれたタコライス（激辛）③ツナハッシュ（参考
商品：コンビーフハッシュ）、④まぐろパテ

沖縄産ソデイカ、マ
グロ
（農林水産物）
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