
□地域産業資源活用事業計画　認定予定一覧

番号 事業者名 法人番号 類型 地域名 事業テーマ 事業概要 活用する地域資源

北海道ー1 有限会社蝦名漁業
部

2450002012095 開発・生産型
北海道
羽幌町

地域資源のエビを活用し
た甘えびの加工品の開
発、製造及び販売

地域産業資源である「エビ」について、自社の漁獲物の中で発生する傷物などの未利用
甘えびを活用して「甘えび油」「甘えびのオイル漬け」「食べる甘えびラー油」「甘えびラス
ク」といった常温流通が可能な新商品を開発・製造し、販売を行う。

エビ（農林水産品）

北海道ー２ どさんこミュゼ株式会
社

9440001007578 開発・生産型
北海道
七飯町

北海道開拓の歴史を背
景とした、これまでにない
体験観光プログラムの開
発と集客手法を用いたブ
ランド化及び商品の高付
加価値化を図る事業

北海道農業近代化の発信基地として大きな役割を果たした「七重官園」と在来和種馬
「どさんこ」の歴史文化を活用し、大沼国定公園の自然環境を活かした当時の農作業体
験、大沼国定公園での環境教育、大沼エリアでの道南スギ・牛乳を使ったものづくり等
の体験型観光事業を行う。

七重官園、大沼国定
公園（観光資源）
道南スギ、牛乳
（農林水産品）

東北－１ 日本ハルマ株式会社 1420001009757 開発・生産型
青森県
弘前市

青森県産搾汁りんごの
未利用部分を原料とした
調味料（濃縮りんご果
汁）等の製造と販売

独自技術により搾汁りんごの未利用部分からりんご果汁を製造。抽出された原液を濃
縮した果汁（アップルクリレ）と濃縮の過程で得られる「りんご水」を商品化し販路開拓に
取り組む。アップルクリレは食品原料、りんご水は化粧品や食料品の基礎原料として活
用する。りんごジュース製造工場と連携して事業を進める。

りんご
（農林水産物）

東北－２ 山野りんご株式会社 7420001010585 開発・生産型
青森県
弘前市

青森産の絵文字入りりん
ごとプレミアムりんご
ジュースの開発、製造及
び輸出を中心とした販売
事業

大玉のりんごを使い、ＬＥＤ照射器を使った新たな製法による絵文字入りりんごの製造を
行い、中国、台湾、スイスを中心とした販路開拓に取り組む。大玉りんごはヨーロッパや
中国で高級品として差別化が図られており、主に富裕層をターゲットにギフト需要が見
込まれる。合わせて褐変しにくい品種「千雪」の特徴を生かし、雑味のないやさしい甘さ
を特徴としたプレミアムジュースの開発及び販路開拓も行う。

りんご
（農林水産物）

東北－３ 株式会社北彩屋 9420001014683 開発・生産型
青森県
むつ市

むつ市大畑産『海峡サー
モン』及び『真イカ』を活
用した新商品開発販売
事業

大型ニジマスのドナルドソントラウトを津軽海峡で養殖した「海峡サーモン」を活用し、洋
風アイテムの開発及び販路開拓に取り組む。また、市内漁港で漁獲される鮮度の良い
イカを原料とし、ソフトイカステーキなども開発する。主なターゲットを首都圏で働く女性と
し、家庭消費向けにカタログ、ウェブ通販などで新規需要開拓を行う。

ニジマス、イカ
（農林水産物）

東北－４

今野印刷株式会社
有限会社オガタ
仙台印刷工業団地
協同組合

7370001003009
4370002004727
7370005000910

開発・生産型
宮城県
仙台市

宮城県産和紙「柳生和
紙」などを使用したグリー
ティングカード等ペー
パーウェア製品の開発・
販売事業

柳生和紙を中心とした宮城県産の手漉き和紙を素材に、活版印刷を施したグリーティン
グカード及びペーパーウェア製品開発に取り組み、国内外での販路開拓を目指す。特
に欧米ではグリーティングカードが重要視されていることから市場性は有望。和紙がユ
ネスコの無形文化遺産に登録されたことも追い風となりうる。販路として、国内は文具店
や書籍店等の専門店、海外はギフトショップ等の専門店を見込む。

柳生和紙
（鉱工業品）

東北－５ 株式会社かね久
株式会社はつらつ

6370601003318
2370001001066

開発・生産型
宮城県
仙台市

多賀城市

宮城県産有機ＪＡＳ米の
「米ミルク（ライスミルクパ
ウダー）」を活用した健康
食品等の開発・ 製造・販
路開拓とブランド化

宮城県産有機ＪＡＳ米をアルファ化粉砕技術で「米ミルク」（米粉）に加工し、健康食品や
一般食品等の原料等として活用。サプリメントや食品・飲料・調味料として商品化し販路
開拓に取り組む。米ミルクは乳アレルギー対応へのニーズを中心に需要拡大が期待さ
れる。アルファ化加工された米ミルクは一般の米粉よりも溶けやすく加工しやすいことか
らも、新規性がある。

米
（農林水産物）

東北－６ 株式会社フカコラ美
人

6370501001009 需要開拓型
宮城県

気仙沼市

気仙沼の幸を振舞う「ゑ
びす振舞い」プロジェクト
～気仙沼食文化の発信
のための小規模事業者
による高付加価値水産
加工品等の販路開拓と
ブランド確立～

さんま、かつお、めかじき、さけ等を原料に気仙沼市内の水産加工業者が製造する加工
品を「ゑびす振舞い」という統一ブランドで展開し、全国への販路開拓と気仙沼ブランド
のイメージ確立を目指す。統一ブランド化により訴求力を高め、各社の売上げ拡大への
寄与を狙う。

さんま、かつお、めか
じき、さけ
（農林水産物）

東北－７ 鶴岡シルク株式会社 5390001008453 開発・生産型
山形県
鶴岡市

産地間連携による新たな
鶴岡シルク製品の開発と
販路拡大及びブランド化
の取組み

「鶴岡シルク」を核に、木綿や麻、ウールなどの繊維・織物業が産地の垣根を越えて連
携し、素材や技術、知恵を融合させたコラボ商品を開発し、販売する。連携により各地の
素材や技法を組み合わせた、付加価値の高い商品を市場に投入。消費者の多様な
ニーズへ対応し、より魅力ある商品づくりを目指す。

鶴岡シルク
（鉱工業品）

関東－１ 有限会社きらら館 4050002010105 開発・生産型
茨城県
笠間市

茨城県産米粉や栗等を
活用したフランス流本格
パンシリーズのブランド
化事業

茨城県産の米粉やくりなどを使用し、天然苺酵母（これにより粘り気、のど越しがよくな
る。）とともに石窯を利用した低温長時間発酵技術により、地域色豊かで特色あるパン
シリーズ及びグラノーラを開発する。

米（農林水産物）
くり（農林水産物）

関東－２ 蕎麦処
浅野屋茂兵衛

‐ 開発・生産型
栃木県
小山市

小山の地粉「イワイノダ
イチ」100％のうどんの開
発と販売および小山うど
んのブランド化

栃木の地粉である「イワイノダイチ」を100％使ったうどんの生麺、半生麺、持ち帰りでき
るうどんのつゆの開発と販売を行う。これまで店内のみで提供するしかなかった小山う
どんを外部で販売することが可能となり域外への流通を進めていく。

うどん（鉱工業品）

関東－３ 西堀酒造株式会社 9060001014588 開発・生産型
栃木県
小山市

新たな仕込み方法による
古代米酒等の開発と販
売

栃木県小山市で収穫された古代米（赤米・緑米）を使用し、新たな仕込み方法である「二
段仕込み」によって作る古代米酒、リキュールおよび古代米酒を生産する際に出る副産
物の酒粕を使った焼酎等の開発および販売を行う。古代米独特の酸味と甘みの調和し
た風味と黄金色の色合い、飲みきりサイズの小瓶を用意することで、日本酒における新
たなジャンルを確立する。

栃木の酒（日本酒）
（鉱工業品）

関東－４ 株式会社野州たかむ
ら

3060001009676 開発・生産型
栃木県
茂木町

栃木県産の農産物を使
用したキャンディの開発
および販売

栃木県内で生産された農産物（いちご、ゆず、ブルーベリー、トマト、生乳、りんご、もも
など）を原材料として使用し、昨今のキャンディ市場のニーズに合わせた形状でのキャン
ディを自社ブランドとして開発および販売を行う。

いちご（農林水産物）
トマト（農林水産物）
生乳（農林水産物）
ゆず（農林水産物）
ブルーベリー（農林水
産物）

関東－５

株式会社笠盛
株式会社松井ニット
技研
丸中株式会社
イヅハラ産業株式会
社

8070001015751
8070001016989
8070001016601
2070001016978

開発・生産型
群馬県
桐生市

桐生の繊維技術を活か
したホームファッション商
品の開発・販売

４社の持つ織物製品、ニット製品、レース製品の製造技術を融合した付加価値の高い、
クッションやひざ掛けなどの「ホームファッション商品」を開発・販売するとともに、桐生発
の商品として国内外へアピールし、繊維産地である群馬県桐生市のブランド構築につな
げる。

東毛地域の織物製品
（鉱工業品）
東毛地域のニット製
品（鉱工業品）
東毛地域のレース製
品（鉱工業品）

関東－６ 株式会社ＴＯＰグ
ループ

4070001011449 開発・生産型
群馬県

みなかみ
町

群馬県産旬の果物で作
るフローズンスイーツの
開発・販売

群馬の小麦、ブルーベリー、りんご、苺やよいひめを用いて、各種果物のジェラートを練
り込んだもちもち食感のオリジナル生地を焼成し、その生地で芳醇な香りのジェラートを
包み、新食感のフローズンスイーツを開発する。また、スイーツはみなかみ町を訪れる
観光客を中心に販売していく。

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

関東－７ みたけ食品工業株式
会社

5030001020717 開発・生産型
埼玉県
戸田市

埼玉県産大麦を使用し
機能性成分βグルカン
の濃縮加工技術を活用
した新たな大麦食品の開
発販売

　地域産業資源である「埼玉県産麦」を活用し、当社の独自技術である濃縮加工技術
（特許出願中）により「βグルカン」含有率を高めた（５％から２０％以上）大麦粉などの
中間素材およびクッキーなどの加工食品の開発・製造・販売を行っていく。
　

埼玉県産麦（農林水
産物）



関東－８ 滝澤酒造株式会社 4030001086412 開発・生産型
埼玉県
深谷市

自社の清酒技術を活用
した高級スパークリング
清酒の商品開発並びに
製造、販売

既存の瓶内２次発酵による発泡性の濁りのある清酒『スパークリング清酒「彩のあわ
雪」』をベースに、①精米歩合60％短期貯蔵、②精米歩合60％の3年貯蔵、③精米歩合
40％短期貯蔵の3タイプの、濁りの無い透明なスパークリング清酒の商品開発・製造・販
売を行っていく。

埼玉県産米（農林水
産物）
埼玉の清酒（鉱工業
品）

関東－９ 有限会社養老渓谷
やまびこ

5040002102926 開発・生産型
千葉県

大多喜町

千葉県大多喜町の良質
な「白たけのこ」を利用し
た、地域お土産品の開発
及び販売

千葉県の「たけのこ」の生産量は首都圏一を誇る。中でも大多喜町は県内で最も「たけ
のこ」の生産量が多い町で、苦味、えぐ味がなく、色が白く、柔らかい「白たけのこ」と呼
ばれる良質な「たけのこ」が産出されている。本事業では、当地域に昔から伝わる食文
化を活かした、ご当地ならではのお土産品として、「白たけのこの味噌漬け」と「白たけ
のこ入り里山のふかしまんじゅうシリーズ」の開発・販売を行う。本事業により、大多喜町
産の「たけのこ」の知名度拡大とブランド確立並びに地域の観光振興を図る。

千葉のたけのこ（農
林水産物）

関東－１０ 株式会社日影茶屋 1021001042508 開発・生産型
神奈川県
葉山町

葉山夏みかんを活用した
焼菓子開発及び土産品
市場開拓による企業及
び地域発展

地域産業資源「神奈川のみかん」（葉山夏みかん）を使用した、ダックワーズなどの焼菓
子を開発し、葉山の地域性を活かした土産物として製造・販売を行う。葉山夏みかんの
特徴である歴史性、風味や色味・形状という性質を利用して、これらを活かした焼き菓子
製造販売を行い、葉山を代表する土産物としてのブランディングを行っていく。

神奈川のみかん（農
林水産物）

関東－１１ 株式会社いせん 7110001026605 開発・生産型
新潟県
湯沢町

越後湯沢温泉を活用した
温泉プログラム、温泉料
理の開発・提供による地
域活性化事業

地域産業資源である「越後湯沢温泉」を活用して、越後湯沢ならではの季節に応じた体
験プログラム（春：山菜採り、夏：かぐら南蛮収穫、秋：きのこ採り、冬：雪国体験）と越後
湯沢温泉の温泉水で調理した料理（山菜温泉しゃぶしゃぶ、からいすけの冷製温泉スー
プ、カタハきのこの温泉リゾット、温泉雪室野菜鍋等）及び温泉水でつくったスイーツ・ド
リンク・焼き菓子（温泉水と魚沼産コシヒカリでつくったロール等）を開発する。

越後湯沢温泉（観光
資源）

関東－１２ 有限会社きっかわ 3110002021484 開発・生産型
新潟県
村上市

村上の鮭を活用した高付
加価値商品の開発・販売

地域産業資源「鮭」の特徴である村上市の気候風土（気温摂氏10度以下、湿度65～
75％、北西からのマイナスイオンを含んだ風）の中でしかできないことに加え、さらに当
社の熟成技術により、これまでよりもコクの深い味わいの塩引き鮭、村上の鮭では、初と
なるフリーズドライ化商品、これまで活用されてこなかった内臓や骨などの部位やメスの
鮭を活用した商品を開発する。

鮭（農林水産物）

関東－１３ 株式会社匠の夢 8110001026067 開発・生産型
新潟県
見附市

複合糸の組み合わせと
多重織による新見附織
物の服飾雑貨の開発・販
売

地域産業資源である「見附織物製品」の産地技術である中番手から太番手の節のある
綿糸を使用して、複合糸の組み合わせによる「多重織り」技術と、「インクジェット解し織
り」技術を活用して、耐久性が高く丈夫な本物感のある柄表現を実現した、服飾雑貨（ス
トールとバッグ）を開発する。

見附織物製品（鉱工
業品）

関東－１４ 金長特殊製紙株式
会社

4090001011950 開発・生産型
山梨県

市川三郷
町

市川和紙を使った新たな
テーブルクロス等の開
発・販売

地域産業資源である市川和紙の特徴を活かして、滑らかで白く美しい和紙に落水、糸
入りなど和紙ならではの模様を施して、防水・撥水加工することで、水に強く拭くことの出
来る新たなテーブルクロス等を開発・販売する。

和紙（市川和紙、西
嶋和紙）（鉱工業品）

関東－１５ 株式会社山崎屋木
工製作所

6100001006699 開発・生産型
長野県
千曲市

木曽ひのき材による高性
能木製窓・ドアの開発・
製造・販売

これまで輸入木材を使用してきた木製の窓、掃き出し窓、ドアに木曽ひのき材を使用し、
CAD・CAMとCNC機による生産性向上と生産コスト低減、品質や耐久性を高めた加工技
術導入、高性能化（断熱性、耐風圧性、遮炎性、防音性）を図った窓、ドア製品を開発・
販売する。

長野県産建具（鉱工
業品）

関東－１６ 株式会社白形傳四
郎商店

5080001002181 開発・生産型
静岡県
静岡市

静岡県産茶の種子から
搾油した、茶の実１００％
の調理用オイルの開発と
販売

ビタミンＥ、オレイン酸、リノール酸を豊富に含む、静岡茶の木から収集した「茶の実」を
搾油した調理用オイルと、茶の実油を活用した加工品を開発、色・香り・味を楽しむ高級
オイルとして提案する。

静岡茶（農林水産物）

中部－１ 株式会社杉本美装 1230001012160 開発・生産型
富山県
高岡市

高岡銅器の生産技術を
活かしガラス等異素材へ
独自の銅合金塗装・着色
した商品の開発・販売事
業

本事業では、高岡銅器の着色技術「変わり塗装」をガラスやプラスチック等の異素材へ
施したキッチンウェアやリビングインテリア商品の製造・販売に取り組む。同社の高い着
色技術により透光性を残したり、重厚感を与えることができ、デザイン性が高い商品の
開発が可能。デザインに関心の高い女性層を中心に販路開拓していく。

高岡銅器（鉱工業品）

中部－２ 高田屋 ‐ 開発・生産型
富山県
高岡市

純富山産ます寿しの商
品開発及び販売事業事
業

本事業では、同社が近畿大学と共同で鱒寿司専用に開発した射水産サクラマスを活用
した鱒寿司の製造・販売に取り組む。地元の材料にこだわり、射水産のサクラマスのほ
か富山米を用いたことでプレミア感を高めることで競合品との差別化を図る。棒寿司文
化の残る関西を中心に販路開拓に取り組む。

ます寿し（鉱工業品）

中部－３

株式会社たてやま
立山黒部貫光株式会
社
米っ粉倶楽部株式会社
農事組合法人食彩工
房たてやま
株式会社大観峯、越中
瀬戸焼　四郎八窯

9230001014249
3230001001632
6230001015844
9230005003256
1230001006484

開発・生産型
富山県
立山町

「立ち寄りたい町“たてや
ま”ベースキャンプ化プロ
ジェクト」による着地型観
光商品等の開発・提供

本事業では、観光資源である立山連峰の風土を活かした体験型観光プランを開発、販
路開拓していく。地形を活かしたヒルクライム等のスポーツイベントや一般客向けの
フィールドワーク等を交えたプランを企画。また、その風土から育まれる湧水や富山米、
越中瀬戸焼といった資源を活用した観光体験により付加価値をつけていく。

立山連峰
立山黒部アルペン
ルート
（観光資源）
越中瀬戸焼
玉殿の湧水ｘ
（鉱工業品）
富山米
（農林水産品）

中部－４

カジナイロン株式会
社
カジレーネ株式会社
カジニット株式会社

9220001001776
1220001017375
8220001001777

開発・生産型
石川県
金沢市

化合繊織物等を活用した
地域発MADE IN JAPAN
メンズブランドの商品企
画開発と販路開拓事業

本事業では、糸加工から生地加工までを一貫管理する自社メンズブランドを立ち上げ
る。同社がかさ高撚糸加工により丈夫で軽い糸を開発し、共同申請者がそれらを編み
込むことで品質の高いメンズアパレル等を実現。百貨店やセレクトショップを中心に海外
ブランドが多く存在する高価格帯のメンズカジュアル衣料市場を狙う。

化合繊維物、ニット生
地、ねん糸・かさ高加
工糸（鉱工業品）

中部－５ 有限会社薪の音 4230002010433 開発・生産型
石川県
金沢市

加賀料理を提供する施
設を活用した加賀金沢の
食文化等を探求するフー
ドツーリズム宿泊プラン
の販売事業

本事業では、「加賀料理を提供する施設」を核にしたフードツーリズム事業に取り組む。
加賀料理を食べるだけでなく「食」を切り口にして、加賀料理を提供する飲食店や九谷
焼等の伝統工芸品を扱う店、工房等と連携することで様々なニーズに合わせたプランを
提供。「食」を目的にする観光客をターゲットに販路開拓していく。

加賀料理を提供する
施設（観光資源）

中部－６ ウーブンナック株式
会社

2220001000082 開発・生産型
石川県
白山市

洗濯後の嫌な臭いが消
える洗濯用織布の試作
開発及び販路開拓事業

本事業では、同社の持つ細幅織物を織る技術を用いて消臭効果のある撚糸を編み、洗
濯用の消臭織布を開発。一般的な消臭剤や消臭液のような化学薬品を用いないため、
皮膚の弱い方でも利用でき、計量の必要もないといった利便性により競合品との差別化
を図る。スーパーマーケットやドラッグストアを中心に販路開拓に取り組む。

細幅織物（鉱工業品）

中部－７ 加納製陶株式会社 6200001022001 開発・生産型
岐阜県

多治見市

美濃焼技術を活用して異
素材を組み合わせた機
能性タイルの製造・販売
事業

本事業では、美濃焼の製造技術を活用してＬＥＤライト等の異素材を組み込んだタイル
の製造・販売に取り組む。焼成工程で発生するひずみや収縮を考慮した精度の高い寸
法管理を行うことで薄く透光性のあるタイルやＬＥＤライトをはめ込む特殊形状等のタイ
ルを開発。国内外の内装材市場において販路開拓に取り組む。

美濃焼（鉱工業品）

中部－８ 石川紙業株式会社 9200001018946 開発・生産型
岐阜県
美濃市

美濃和紙の加工技術を
用いた立体小物の製造・
販売事業

本事業では、美濃和紙を活用した起き上がりこぼし等の立体造形小物雑貨の製造・販
売に取り組む。美濃和紙の風合いを活かしつつ、現代風のデザインを採用することで幅
広い消費者層をターゲットにした小物雑貨を開発。

美濃和紙（鉱工業品）

中部－９ 株式会社飛騨海洋
科学研究所

2200001031947 開発・生産型
岐阜県
飛騨市

飛騨とらふぐを活用した
飲食メニューの提供およ
び加工品の製造販売事
業

本事業では、飛騨市産とらふぐを核としたサービスの開発・提供を行う。具体的には、市
内旅館や飲食店の料理人が日替わりで調理台に立つ新たなとらふぐ料理提供や養殖
施設見学等を提供する。飛騨市産とらふぐは独自の養殖技術により年間を通して安定
した品質を提供できるため、本事業が実現。観光客を中心に販路開拓を狙う。

飛騨とらふぐ（農林水
産品）



中部－１０ 浅野撚糸株式会社 3200001014488 開発・生産型
岐阜県
安八町

西濃の撚糸膨化技術を
活かした柔らかく吸水性
の高い糸、および同糸で
織り上げた高級タオル等
の製造販売事業

本事業では、同社独自の撚糸技術により開発された撚糸で編んだタオルシリーズ「ＶＯ
ＧＡ」の製造・販売に取り組む。開発された撚糸は吸水性が非常に高く、頭髪や身体に
付着している水分を素早く吸収できることで肌や髪の痛みを抑えることが可能。ビュー
ティーケア商品として女性層を中心に直販や百貨店での販路開拓を図る。

岐阜、西濃のねん糸
（鉱工業品）

中部－１１ 有限会社レイク・ル
イーズ

5200002014782 開発・生産型
岐阜県
白川村

世界遺産「白川郷」のお
米でつくるパウダー「ライ
スミルク」の製造・販売事
業

本事業では、白川郷のお米を活用したライスミルクの製造・販売事業に取り組む。同社
が有する高度な粉末加工技術により、栄養成分を壊さずに粉末化した米粉を用いてライ
スミルクを開発。高い健康志向を持つ国内外の消費者を中心に販路開拓に取り組む。

白川郷のお米（農林
水産品）

中部－１２

中伝毛織株式会社
匠染色株式会社
匠整理株式会社
愛知羊毛工業株式
会社

8180001084331
2180001084122
5180001085365
4180001084120

開発・生産型
愛知県
一宮市

尾州毛織物による欧米
市場向け「尾州ハイブ
リットウール」と「サマー
ウール」の新生地及び製
品の開発・製造・販売

本事業では、高い紡績技術や製織技術などを活用することにより、毛織物の新たな一
面を創出し、世界でも有名なイタリア産地の生地や製品に対抗しうる商品の製造販売を
行う。今後、富裕層をターゲットとした欧米高級ブランドへの生地販売や、国内デザイ
ナーによる製品輸出により、海外市場の獲得を目指す。

尾州の毛織物（鉱工
業品）

中部－１３ 株式会社スピード 3180001106239 開発・生産型
愛知県
瀬戸市

瀬戸焼の技術と３ＤＣＧ
技術を活かした新しいノ
ベルティ“ＳＥＴＯＭＯ”の
企画・製造・販売事業

本事業では、瀬戸焼を活用してゲーム等のキャラクター焼き物商品の製造・販売に取り
組む。同社の持つ３ＤＣＧ製作技術により、従来の焼き物では難しいとされる鋭利な形状
や薄い形状の設計を実現し、キャラクターを高い精度で再現。ゲームやアニメ製作会社
とコラボすることで、それらのファン層を中心に販路開拓に取り組む。

瀬戸焼（鉱工業品）

中部－１４

有限会社ベルハウス
株式会社中外陶園
まる工房・小澤康麿
水の志元乎

2180002072225
1180001079057

開発・生産型
愛知県
瀬戸市

瀬戸焼の招き猫染付け
体験ツアープログラム拡
販と製品の開発販売に
よる
地域ブランドの確立及び
需要拡大事業

本事業では、瀬戸焼でつくる招き猫を活用したインバウンド観光による販路開拓に取り
組む。同社が運営する「招き猫ミュージアム」を中心に様々な作家がつくる招き猫作品の
展示や販売、招き猫焼き物の染付体験により観光客を誘致する。今後、地域の瀬戸焼
業者や地域商店街等との連携を強化してインバウンド拡大を狙う。

瀬戸焼
招き猫
（鉱工業品）
来る福招き猫まつりin
瀬戸（観光資源）

中部－１５ 新東株式会社 9180301015778 開発・生産型
愛知県
高浜市

三州瓦の鬼瓦の製造技
術とその守り神としての
由来を活かしたインテリ
ア商品『鬼瓦家守』ブラン
ド等の製造販売事業

本事業では、鬼瓦を製作する9名の鬼師の協力を得て、通常よりも小さな鬼瓦を手作り
で製造し、屋内用のインテリア商品として、国内外の需要を開拓する事業。商品は、｢鬼
瓦家守｣シリーズとして、鬼師1人1人が製作した個性有る商品群となっている。

三州瓦（鉱工業品）

中部－１６ ＯＫＫＯ真珠株式会
社

4190001010018 開発・生産型
三重県
伊勢市

三重県産養殖アコヤ真
珠を活用した濃染真珠の
宝飾品・アクセサリー製
造・販売事業

本事業では、低規格の真珠を活用した真珠小物やアクセサリーの製造・販売を行う。低
規格真珠は表面の凹凸や破損等により市場価値が低くなるが、独自のコーティング技
術によりこれらの破損個所をカバーし、従来の真珠商品と比較して安価な真珠商品を開
発。中高年層の女性を中心に販路開拓を狙う。

真珠（農林水産品）

中部－１７ 尾鷲物産株式会社 3190001004391 開発・生産型
三重県
尾鷲市

鮮度・品質を高める独自
加工技術によるブリ・マ
グロ加工製品の製造販
売事業

本事業では、高い鮮度を保ったブリ、マグロ切り身加工品等の製造・販売に取り組む。
水揚げ後の活〆作業や内臓処理の効率化を図る等の工夫により鮮度を保った加工品
の生産体制を確立。ブリのあらリブ等、通常では流通しない部位の加工食品も実現。高
い鮮度を強みに加熱食品が主流である海外市場への展開を狙う。

ブリ、マグロ（農林水
産品）

中部－１８ 伊賀越株式会社 4190001008359 開発・生産型
三重県
伊賀市

天然醸造製法による海
外向け醤油および醤油
加工品シリーズの開発・
製造・販売事業

本事業では、アルコールによる殺菌を行わない独自の加圧殺菌工程を用いた天然醸造
醤油の製造・販売に取り組む。添加物を使用しない天然醸造という伝統的な醸造方法
に加え、アルコールを使用しない製法を強みにハラル認証が必要なイスラム圏を含めた
海外市場への展開及びインバウンド市場での販路開拓を狙う。

醤油（鉱工業品）

近畿－１

株式会社ライティング
アース
富士プラスチック株
式会社
日野電子株式会社
株式会社グリーン・ラ
イティング販売

7210001014748
6220001005771
3210001007631
8010401092314

開発・生産型
福井県
福井市

曲面対応可能であるポリ
ウレタン製導光板の企
画・製造・販売

プラスチックの一種であるポリウレタン素材に、切断、仕上げ加工、鏡面仕上げ、レー
ザー加工等を施して、従来のアクリル製に比べて、加工しやすく、軽く、安価な「ポリウレ
タン製導光板」を企画・製造・販売する。

プラスチック樹脂製品
（鉱工業品）

近畿－２ 株式会社シューユウ 7210001012966 開発・生産型
福井県
鯖江市

一体生産による歪みの
ない高品質偏光ガラスサ
ングラス「DEEC」の企
画、開発、販売

地域産業資源 眼鏡（枠を含む）、レンズの特徴を生かし、偏光ガラスレンズサングラス
「DEEC」を企画、製造、販売する。日本では従来ほとんどのサングラスにプラスチックレ
ンズが使用されているが、「ＤＥＥＣ」は光学特性に優れたガラスレンズを使用し、さらに
眼鏡フレームとレンズの一体生産により「歪み」を極力減らす。

眼鏡（枠を含む）、レ
ンズ（鉱工業品）

近畿－３ 西田染工株式会社 5130001011383 開発・生産型
京都府
京都市

平板・単筒スクリーン装
置やグラデーション加工
を活用した複合プリント
技法の開発・加工

捺染加工で長年培った高度でかつ、素材に精通した特殊なプリント技術を活用し、独自
に開発した平板・単筒スクリーン装置、グラデーション加工を組み合せた業界初の複合
プリント技法による美しく高付加価値の多様なプリント生地加工を提供する。

プリント染色（鉱工業
品）

近畿－４ ニシオサプライズ株
式会社

7130001035380 開発・生産型
京都府
南丹市

かやぶき屋根の建築技
術と美山町の里山文化
を活かした「京の里・かや
ぶきステイ」

美山地域に数多くあるかやぶき民家での宿泊、地域の食材を使った食事、地域を体感
する様々な体験プログラム（農産物の収穫、川や沢での釣り、トレッキング、かやぶき屋
根職人の作業体験など）を通じた「美山で暮らす」ような旅を提供し、美山地域のブランド
化を推進する。

かやぶき屋根（観光
資源）

近畿－５ 株式会社デザインポ
ケット

2120001125443 開発・生産型
大阪府
大阪市

千日前道具屋筋商店街
の道具や職人技術を学
ぶ「ものづくり体験ツ
アー」の開発・販売

飲食に関するキッチン用品が何でも揃う大阪なんば千日前道具屋筋商店街の職人技術
や道具の使い方などが楽しく学べるツアーを開発・販売する。道具屋筋商店街のガイド
付き散策・寿司職人体験・食品サンプル制作体験・ちょうちん職人体験・看板屋さんの
チョークアート体験などから好きな体験を自由に組み合わせることができる。

千日前道具屋筋商店
街（観光資源）

近畿－６

かこっとん株式会社
ワシオ株式会社
株式会社神木
株式会社神吉商店
釜谷紙業株式会社

5140001100078
9140001043785
9140001042853
7140001042806
4140001042858

開発・生産型
兵庫県

加古川市
加古川産綿花を活用した
“かこっとんブランド”商
品の開発・製造・販売

かつて日本有数の綿花の産地であった加古川市において、地域の農業者の協力のもと
綿花栽培を復活させ、靴下製造業者をはじめとする地域の繊維製品製造業者や関係事
業者の連携により、加古川産コットン（かこっとん）を用いた綿糸・靴下やシャツ等の綿繊
維製品、綿実油及び加工品、コットンペーパー等の商品化に取り組み、新しい地域ブラ
ンドの構築を目指す。

綿花（農林水産物）

近畿－７

オザワ繊維株式会社
内外織物株式会社
小澤染工株式会社
廣田縫工株式会社

1140001075373
7140001075715
9140001075374
8140001075838

開発・生産型
兵庫県
西脇市

播州織と産地内技術を
複合させた新素材及び
製品の開発・販売
～インテリア分野をはじ
めとする新たな需要開拓
～

綿にシルクやポリエステル、ナイロンなどを組み合わせ、用途・製品に応じた機能性を付
加した新素材（交織テキスタイル）を開発する。ワイシャツ生地等の薄手綿織物生地の
販売主体の産地から脱却し、カジュアルシャツやスポーツ衣料等のファッション製品およ
びカーテンなどのインテリア製品の開発・販売に取り組むことで、新たな需要開拓を目指
す。

播州織（鉱工業品）

近畿－８ 太陽ニット株式会社 8150001010364 開発・生産型
奈良県
橿原市

オリジナル形状を採用し
た脱げにくい５本指カ
バーソックスの開発・製
造・販売

５本指の指先をオープンにし、かかとに引っかけて使うオリジナル形状でカバーソックス
の難点である「脱げやすさ」を解消。機能性重視タイプとデザイン性重視タイプそれぞれ
をシリーズ化し、展示会出展等を通し、新規販路開拓に取り組み売上拡大を目指す。

靴下（パンティーストッ
キング・タイツ含む）
（鉱工業品）

近畿－９ 株式会社吉田屋 4150001016076 開発・生産型
奈良県
下市町

吉野本葛でつくる新食
感・洋感覚の植物性デ
ザートの開発・製造・販
売

長年培った葛菓子製造技術を活用し、卵・牛乳・チーズなどの動物性素材や添加物は
一切使用せず、伝統製法の「吉野晒し」で抽出される葛100％の吉野本葛と地域の厳選
した食材を使った健康志向の新食感・洋感覚の植物性デザート（葛ゼリー・葛豆乳ムー
ス・クズユ）を開発・製造・販売する。

クズ（農林水産物）

近畿－１０

株式会社エイガール
ズ
株式会社ヤマヨ
ジャージィ
株式会社コメチウ
株式会社オカザキ
ニット

4170001000367
6170001003442
1170001001161
1170001000576

開発・生産型
和歌山県
和歌山市

和歌山ニット技術を活用
して米国向けに高級感を
高めた生地及び製品の
開発・製造・販売

丸編ニットの国内最大産地である和歌山において、産地企業４社で構成された当グ
ループでは、糸にストレスをかけずにゆっくり編むことで、空気を多く含ませ、柔らかさや
風合いの良さを更に高めたカシミヤ高混率のニット生地を開発している。これらの技術
を活かして生地だけでなく製品開発まで行い、新たな市場の開拓を図る。

ニット（鉱工業品）



中国－１

有限会社望湖楼
株式会社浅津苑
株式会社プレマス
ペース
合同会社ippo

7270002010922
2270001005283
5270001002757
7270003000435

開発・生産型
鳥取県湯
梨浜町

東郷湖の湖周を舞台と
する着地型観光「ゆりは
ま　Walking　Resort」の開
発・販路開拓

東郷湖の湖周を舞台として、「ゆりはま　Walking　Resort」を統一コンセプトに、湖周に立
地する温泉旅館、ウォーキングをサポートするカフェ等が連携して、「ウォーキング」と
「温泉・食・アクティビティといった多様な体験」を組み合わせた着地型体験観光の商品
開発、販路開拓に取り組む。

東郷湖（観光資源）

中国－２ 有限会社二幸 8280002005821 開発・生産型
島根県
出雲市

島根米を活用したライス
バーガーの販売

「島根米」の基幹品種・コシヒカリの特徴である「炊き上がりが軟らかく、冷めても食味が
変わらないこと」を活かして、冷凍流通可能なライスバーガーを製造・販売していく。

島根米（農林水産物）

中国－３

株式会社タカラ
株式会社アイルテッ
クタカラ
株式会社工房ガルボ
株式会社ジー・ジー
企画

9260001004164
2470002018834
3260001004946
1260001005756

開発・生産型
岡山県
岡山市

商品企画からサンプル製
作・量産までを一貫提供
する提案型アパレル事
業の展開

グループが有する企画力・技術力・サービスを総合的に活用し、ファッション衣料の企画
から量産までを一貫提供するプログラムを行うことで新規の需要開拓・ブランディングを
実現する。

アパレル製品（繊維
製品）（鉱工業品）

中国－４

とびしま柑橘工房株
式会社
よしの味噌株式会社
有限会社muse
有限会社瀬戸鉄工
合名会社きたたに

6240001043613
3240001026959
4240002035578
3240002035018
9240003000056

開発・生産型
広島県
呉市

広島産レモンを活用した
商品開発及びブランド化
事業

広島産レモンの果実から果汁、果皮まで、レモンを丸ごと使った食品及び雑貨類を開発
し、異なる強みを持った複数の企業で連携し、テーマやストーリー性、パッケージなどに
統一感を持たせて、地域の特産品としてのブランド化を図っていく。

広島産レモン（農林水
産物）

中国－５ 有限会社桂馬商店 4240002050494 開発・生産型
広島県
尾道市

尾道市の地域産業資源
「かまぼこ」を活用した新
ジャンル商品「おのみち
サルシッチャ」の展開

「かまぼこ」を活用して、ソーセージ型洋風かまぼこ「おのみちサルシッチャ」を開発し、従
来の和のかまぼことは異なる新たな顧客の獲得を図る。

かまぼこ（鉱工業品）

四国－１ 株式会社阿波市場 1480001004843 開発・生産型
徳島県
鳴門市

鳴門わかめのメカブが持
つ有効成分を活用した健
康飲料の開発・製造・販
売

地域産業資源である鳴門わかめのメカブには生活習慣病等の予防、改善効果が期待
できるアルギン酸やフコイダン等の有効成分が存在する。こうした有効成分を体内に吸
収しやすいように分解、低分子化したエキスを使用した健康飲料の開発・製造・販売を
行う。

わかめ（鳴門わかめ）
（農林水産物）

四国－２ 株式会社Nepari 6480001008146 開発・生産型
徳島県
三好市

ミツマタを活用した高活
性ミツマタ炭及び高活性
ミツマタ炭を活用した消
臭雑貨の開発・製造・販
売

地域産業資源であるミツマタの幹を使い、備長炭や竹炭など他の炭と比べて多孔質な
ため、強い消臭力や吸収力を持った高活性ミツマタ炭と、高活性ミツマタ炭を活用した消
臭雑貨の開発・製造・販売を行う。

ミツマタ（農林水産
物）

四国－３ 池田薬草株式会社 7480001007477 開発・生産型
徳島県
三好市

徳島県産すだち果皮を
活用したスダチ果皮エキ
ス及びスダチ果皮エキス
を活用した加工食品の開
発・製造・販売

地域産業資源であるすだちの果皮には抗糖尿病作用があり、抗認知症作用が期待でき
るスダチチン及び体重抑制効果のあるヘスペリジンやナリンジンなどのフラボノイドが含
まれており、こうした機能性成分を含むスダチ果皮エキス及びスダチ果皮エキスを活用
した加工食品の開発・製造・販売を行う。

すだち（農林水産物）

四国－４ 株式会社ブラン
藤田株式会社

7470001010845
6470001010053

開発・生産型
香川県

観音寺市

白味噌を使用した「さぬ
き白味噌スイーツ」の開
発・製造・販売

地域産業資源である味噌（白味噌）の発酵食品としての機能性（①ガン予防作用、②抗
酸化性・活性酸素捕捉作用、③血圧降下作用）を活用するとともに、白味噌の甘みを活
用し砂糖の使用量を抑えた、消費者の健康に配慮した洋菓子の開発・製造・販売を行
う。

味噌（鉱工業品）

四国－５ 三洋興産株式会社 7500001001840 開発・生産型
愛媛県
松山市

愛媛のかんきつを活用し
た化粧品等の開発・製
造・販売

地域産業資源である愛媛のかんきつ（みかん類）を活用して、柑橘に含まれるd-リモネ
ンのもつ油分を分解し汚れを落とす効果、血行促進効果、脱毛予防効果、リラックス効
果などを有する化粧品等（ボディーソープ、ボディーローション、虫よけスプレー、入浴
剤、シャンプー、トリートメント、コンディショナー）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－６ 有限会社和 1490002008636 開発・生産型
高知県

四万十市

土佐はちきん地鶏と乾燥
しいたけを活用した冷凍
加工食品の開発・製造・
販売

地域産業資源である土佐はちきん地鶏と乾燥しいたけの持つ歯ごたえがありヘルシー
でうま味成分が豊富な特徴を活かし、健康志向、国産志向、美味志向の冷凍加工食品
（土佐はちきん地鶏の餃子、焼売、ハンバーグ、肉まん及び乾燥しいたけ餃子）の開発・
製造・販売を行う。

地鶏（肉、卵）（農林
水産物）、しいたけ
（農林水産物）

九州－１ アサヒ醸造株式会社 4290001052594 開発・生産型
福岡県
柳川市

化学調味料・人工甘味料
によらず、地元産大豆、
米の麹で旨み・甘みを付
与した醤油等の開発と販
路開拓

福岡県産原料にこだわった生揚げ醤油に、地元産大豆と米を用いて造った麹を加え、
速醸発酵させた「化学調味料・人工甘味料を加えない」醤油を開発製造し、その販路開
拓を行う。化学調味料・人工甘味料の忌避層に商品訴求し、ブランド化を進めることで地
域の大豆生産者の増産や食品メーカーなどの販売拡大に貢献を図る。

味噌、醤油
（鉱工業品又はその
生産技術）

九州－２ 株式会社鹿田産業
竹市株式会社

5290001047263
7290001047328

開発・生産型
福岡県
広川町

新たに「昇降機能」と「自
立機能」を付加した八女
すだれの開発と需要開
拓

　八女地域の竹を使用し節揃えの技法で生産される「八女すだれ」に、誰でも簡単に昇
降できる昇降機能や、設置するだけで間仕切りとなる自立機能を付加した商品を開発し
た。当事業により新たな「八女すだれ」のブランドを確立し、伝統工芸品として広く情報発
信していく。

八女すだれ
（鉱工業品又はその
生産技術）

九州－３ 九州商船株式会社 3310001000411 開発・生産型
長崎県
長崎市

長崎五島のキリスト教会
と関連遺産を活用した、
新たな着地型巡礼旅行
商品の開発と販路開拓

長崎五島におけるキリスト教の伝来、繁栄、弾圧と潜伏そして復活という世界に類を見
ない布教の歴史を物語る世界遺産的価値を活かして、教会建築物という「有形」文化財
と潜伏キリシタンの信仰心や暮らしぶりという「無形」文化財の双方を融合させた、着地
型巡礼旅行商品の開発と販路開拓に取り組む。

長崎の教会群とキリ
スト教関連遺産
堂崎教会と奥浦地区
の文化的景観
（観光資源）

九州－４ 株式会社ＫＩＹＯＲＡきくち 1330001010039 開発・生産型
熊本県
菊地市

菊池水源の湧水を活用
した「炭酸氷」の開発と販
路開拓

全国名水100選にも選ばれる「菊池水源の湧水」に、気液混合技術と氷結技術を組み合
わせ、今まで商品化されなかった「炭酸氷」の商品化に成功。一般の氷に代わる新しい
割材として、また夏場に食される氷菓の新食感商品として、全国に販売展開する。

菊池水源の湧水
（鉱工業品）

九州－５

バンブーマテリアル
株式会社
バンブーフロンティア
株式会社
ハイアス・アンド・カン
パニー株式会社
株式会社タケックス・
ラボ

9330001022282
7330001021848
8010401064032
1120901013351

開発・生産型
福岡県
南関町

竹の特性を活かした竹製
ボード等の健康建材の
開発及び需要開拓

本事業は、地域産業資源「竹」の特徴である成長の早さや硬さ、断熱・吸音性能、湿度
調整機能などの特性を利用して、住宅建築での壁及び床の下地材としての利用や家具
等を主たる目的としたパーティクルボード等の建築材料の開発、生産、販路開拓に取り
組む。放置竹林となって荒廃が進む課題を、「竹プロジェクト」として地域をあげて需要を
拡大する事により解消を目指す。

竹（農林水産物）

九州－６ タイニーハウスジャ
パン

‐ 開発・生産型
大分県
中津市

日本初　移動可能な木
製タイニーハウスの開
発・販売

杉材の特徴である、軽量で耐久性があるという性質を利用して、車輌で移動可能なタイ
ニーハウス（小さな家）を製造し、アウトドア愛好者や移動販売業者をメンターゲットとし
て、「旅する小さなお家」というテーマで販路開拓に取り組む。

杉（農林水産物）

九州－７ 株式会社オキス 7340001014388 開発・生産型
鹿児島県
鹿屋市

さつまいもペーストに鹿
児島県産野菜を練り込ん
だノンフライ・ノンオイル
膨化食品の開発と販路
開拓

さつまいものペーストに、乾燥させた県産野菜パウダー（ごぼう、しょうが等）を練り込
み、スティック状等に成型して焼き上げた（ノンフライ・ノンオイル・ノンシュガー、グルテン
フリー）膨化食品の開発、生産、販路開拓に取り組む。また、パウダーに、県産のしそ、
にんじん、ピーマンなどを活用し、地域特産品としてシリーズ化を図る。

さつまいも（農林水産
物）

九州－８ 株式会社ティダ・ワー
ルド

6340001011460 開発・生産型
鹿児島県
喜界町

喜界島固有種の花良治
（けらじ）みかんと日本一
の生産量を誇る白胡麻
を活用した調味料等の開
発および販路開拓

喜界町の柑橘類の中でも希少価値の高い「花良治みかん」の皮が有する特有の香りと
機能性や、日本一の生産量を誇るミネラル豊富な「白胡麻」の特性を生かして、「花良治
胡椒・胡麻・胡麻ラー油」といった調味料を生産・販売する。また、みかんの果汁・果肉を
活用したジュレやマーマレードを新たに開発し、果肉や果汁の活用を図る。

喜界町の柑橘類、ご
ま
（農林水産物）

沖縄ー１

有限会社渡具知
有限会社沖縄アロエ
有限会社勝山シー
クヮーサー
南西食品株式会社

5360002019634
9360002019440
6360002020021
3360001012113

開発・生産型
沖縄県
名護市

シークヮーサーを活用し
た名護の特産品と観光
商品の開発、販路開拓・
拡大事業

シークヮーサー加工品の製造販売を行う名護市の4事業者が連携し、名護の地域資源
であるシークヮーサーを活用した新たな飲料・調味料・食品・スイーツや、シークヮーサー
に関連する着地型観光商品を開発・販売する。

シークヮーサー
（農林水産物）
グスク、シークヮー
サー樹園地、琉球泡
盛工場、酒造所、酒
蔵、貯蔵所、これらの
跡地
（観光資源）



沖縄ー２

株式会社アルマリ
ゾート
株式会社誠もち店
有限会社コモンズ
株式会社シェルアイ
ランド・オキナワ

5360001012821
9360001012652
5360002020831
3360001019546

開発・生産型
沖縄県
本部町

『沖縄そばとスイーツ食
べ歩き』で入域客を取込
む、“本部（もとぶ）の食”
と着地型観光の開発

沖縄そばとスイーツの『食べ歩き』を、“もとぶスタイル”と呼び、地元の情報発信とともに
もとぶの楽しみ方を提案。また、フラダンスなどのエンターテイメントなどを新たな魅力と
して開発する。本部町の風土や文化を発信し、地域活性化につなげる。

沖縄島野菜、さとうき
び、アセローラ、カー
ブチー等
（農林水産物）
琉球料理（鉱工業品）
フクギ並木、沖縄の
ビーチ、沖縄音楽、や
んばるの森
（観光資源）

沖縄ー３ 沖縄子育て良品株式
会社

4360001011634 開発・生産型
沖縄県

南風原町

沖縄うまれでカラダとキ
モチにやさしいヘアケア・
肌ケアシリーズの開発・
販路開拓とブランド強化

沖縄の地域資源である自然素材を活用し、「洗う」ためのシャンプー、リンス、ボディー
ソープ、「洗った後」の化粧水・ミルクなど、肌に最も大切な一連のヘアケア・肌ケア商品
群を開発する。赤ちゃんからデリケートな肌の大人まで安心して使える商品ラインアップ
を拡充し、『沖縄子育て良品』ブランドを強化する。

薬用作物、シークヮー
サー、アセローラ、ハ
イビスカス
（農林水産物）
海洋深層水、クチャ、
（鉱工業品）

沖縄ー４ 株式会社食のかけは
しカンパニー

5360001018208 開発・生産型
沖縄県
うるま市

沖縄県の地域資源（農水
産物）を活用したインバ
ウンド向け『ハラール対
応』加工食品の開発と販
路開拓

ムスリム（イスラム教信者）をターゲットとしたハラール専用製造工場を有する当社が、
加工工程における「無添加」「低添加」を強みとし、ハラール対応の『和惣菜』や『欧風お
かず』『スイーツ』を開発・販売し、将来的には東南アジアのムスリム市場に、『国産・沖
縄産素材による本物の日本の食』として海外進出を図る。

マグロ、モズク、沖縄
島野菜、マンゴー等
（農林水産物）
沖縄の豆腐
（鉱工業品）

沖縄ー５ 有限会社ガーデン
パナ

2360002021733 開発・生産型
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

H26.10.15認定案件。
「活用する地域産業資源」、「開発・生産（提供）・需要の開拓を行おうとする商品」の追
加

沖縄島野菜、シー
クヮーサー、ハーブ等
（農林水産物）
沖縄黒糖、沖縄の塩
（鉱工業品）

（２）地域産業資源活用支援事業計画
番号 法人番号 地域名 事業テーマ 事業概要 活用する地域資源

沖縄ー１ 9360005004761
沖縄県
浦添市

沖縄の地域資源を活用
した世界NO1のリゾート
ウェディングブランド構築
事業

沖縄リゾートウェディングの商品クオリティーの維持、ブランド再構築をし国内・海外マー
ケットへ販路開拓を行い、競合であるハワイ・グアムとの差別化を図る。その手段とし
て、フェアや各種イベントなどの販路開拓支援や沖縄の地域資源を活用した結婚式の
次第やギフトの開発についてブラッシュアップ支援を行い沖縄の独自性を出した商品プ
ランを提供する。

沖縄のビーチ、万座
毛等
（観光資源）
沖縄島野菜、シー
クヮーサー、豚等
（農林水産物）
琉球ガラス、琉球び
んがた、琉球泡盛等
（鉱工業品）

支援機関名

一般社団法人沖縄リゾートウェディング協会
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