
地域産業資源活用事業【採択件数：１１３件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社川島旅館 7450001009930 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

東北－１ 株式会社ツガルサイコー 5420001009704 青森県黒石市
津軽の隠れ里に伝わる「黒石マタギ」の伝承と里山のおもしえ体験及び地域加工食
材の開発・販売

東北－２ 有限会社十和田乗馬倶楽部 2420002016784 青森県十和田市 独自技術で改良した「新南部馬」を活用した競技流鏑馬のブランド化

東北－３ 及源鋳造株式会社 6400601000055 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

東北－４ 今野印刷株式会社 7370001003009 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

東北－５ 株式会社ニューテックシンセイ 8390001010051 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 鶴岡シルク株式会社 5390001008453 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

東北－７ 株式会社石井製作所 7390001006075 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

東北－８ 有限会社奥山メリヤス 6390002015539 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

東北－９ 佐藤繊維株式会社 8390001011784 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

東北－１０ オリエンタルカーペット株式会社 7390001002413 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～和モダンデザインによる新しい床
からの創造～

東北－１１ 株式会社坂本乙造商店 6380001017438 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

関東－１ 有限会社桂雛 9050002007385 茨城県城里町
コンシェルジュ型パターンメイドによる別誂え雛人形の開発及びブランド化による地
域活性化事業

関東－２ 株式会社笠盛 8070001015751 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

関東－３ 文化軽金属鋳造株式会社 2030001076968 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－４ 株式会社よこい 7030001051792 埼玉県春日部市
麦わらと新素材を組み合わせた新たな機能性アウトドアファッション帽子の開発・製
造・販売

関東－５ 小島染織工業株式会社 3030001032788 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

関東－６ 秩父染色株式会社 8030001091656 埼玉県秩父市
「和モダン」をキーワードにした秩父ちぢみの特性と秩父銘仙の柄を融和させた新商
品開発と販売

関東－７ 相川商事株式会社 3010601008529 東京都台東区
エコテックス認定レザーを使用した、トドラー向シューズ・雑貨など、レザー商品の開
発・販売

関東－８ 久米繊維工業株式会社 4010601010194 東京都墨田区
透け感のある新たなニットテキスタイルを使用した重ね着を楽しむアパレル商品の企
画・推進事業

関東－９ 廣田硝子株式会社 8010601014308 東京都墨田区
江戸硝子の乳白あぶり出し技法を使ったＢtoB市場に向けた、新しい照明と食器の
開発・販売

関東－１０ 株式会社匠の夢 8110001026067 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

関東－１１ 有限会社竹林堂 7090002014958 山梨県富士川町
落語を核とした新たな体験型プログラムならびに関連商品の開発・販売と、「落語の
まち」としての富士川町のブランド化

関東－１２ 金長特殊製紙株式会社 4090001011950 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

関東－１３ フジゲン株式会社 3100001013962 長野県松本市 自社ブランドアコースティックギターの開発・製造・販売

関東－１４ 株式会社本山漆器店 7100001015914 長野県塩尻市 業務用食器市場に向けた漆塗り金属製食器の商品化

関東－１５ 株式会社山崎屋木工製作所 6100001006699 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

関東－１６ 株式会社ダイマツ 1080001003150 静岡県静岡市 「高機能ウォーターインソール内臓シューズ」の開発と国内及び海外販路開拓

関東－１７ 株式会社四季彩堂 8080401010913 静岡県浜松市
遠州綿紬を使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と開
発と市場開拓

関東－１８ 有限会社福田織物 6080402018305 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

関東－１９ 鈴木晒整理株式会社 9080401002471 静岡県浜松市 製品染めに適した新加工技術および新規生地の開発・販売事業

中部－１ 有限会社四津川製作所 4230002012289 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

中部－２ 瀬尾製作所株式会社 6230001012057 富山県高岡市
高岡銅器を活用した、インテリア機能と祭祀機能を有する自社ブランド仏具「Sotto」
の製造・販売事業

中部－３ 株式会社杉本美装 1230001012160 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

中部－４ 株式会社トヨックス 1230001007383 富山県黒部市
高機能樹脂ホースの特殊成型加工技術を利用した快適で省エネルギー性能の高い
輻射空調パネルの製造・販売事業

中部－５ 有限会社薪の音 4230002010433 富山県南砺市
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

中部－６ 北陸テクノ株式会社 1230001012846 富山県射水市
高燃焼・省エネ・複数品種のアルミ合金の同時供給を可能にした「ポット溶解システ
ム」の製造・販売事業

中部－７ カジナイロン株式会社 9220001001776 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

中部－８ 株式会社カネキ製陶所 9200001021999 岐阜県多治見市
美濃焼製造技術を活用した光触媒反応性を高める多孔質セラミックス「ＴｉｏＣＥＲＡ」
及び「ＴｉｏＣＥＲＡユニット」等の製造・販売事業

中部－９ 株式会社谷口製陶所 8200001018146 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
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中部－１０ 加納製陶株式会社 6200001022001 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

中部－１１ 有限会社内木木工所 9200002024167 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－１２ 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－１３ 有限会社一山製陶所 9200002020975 岐阜県土岐市
高い密閉性による無水調理を可能にした土鍋「セラキュート」等調理器具の製造、販
売事業

中部－１４ 浅野撚糸株式会社 3200001014488 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

中部－１５ 株式会社ジェイ・クリエイト 1180001052583 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

中部－１６ 有限会社智寛 8180302005647 愛知県岡崎市 空圧制御技術を活用した浮上油吸引装置「オイルエクセプター」の製造・販売事業

中部－１７
株式会社クリエイト・エンジニア
リング

3180301004670 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

中部－１８ 進弘産業株式会社 5180001084672 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－１９ 中伝毛織株式会社 8180001084331 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

中部－２０ 株式会社IMARUYO 3180001078635 愛知県瀬戸市
瀬戸焼の製造技術を活用した拡音機能を持つスマートフォン向けインテリア商品の
製造・販売事業

中部－２１ 株式会社セラミック・ジャパン 7180001078929 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

中部－２２ 株式会社スピード 3180001106239 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

中部－２３ 有限会社ベルハウス 180002072225 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

中部－２４ 株式会社インスピーディア 8180301013502 愛知県刈谷市
在庫品等の位置情報の取り込みやレーザー等で指し示すＩＴ技術を活用したピッキン
グシステムの需要拡大事業

中部－２５ 横山興業株式会社 3180301019537 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

中部－２６ メトロ電気工業株式会社 7180301016043 愛知県安城市 高効率の赤外線式金型加熱器の製造・販売事業

中部－２７ 油圧機工業有限会社 8180302026528 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－２８ 金山化成株式会社 7180301022396 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

中部－２９ 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－３０ 株式会社マエダモールド 2180001093305 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

中部－３１ 有限会社オーパ・クラフト 2180002084682 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－３２ 新東株式会社 9180301015778 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

中部－３３ 有限会社藤総製陶所 1190002021768 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－３４ 竹政製陶有限会社 1190002020919 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－３５ 銀峯陶器株式会社 2190001014680 三重県四日市市
萬古焼土鍋製造ノウハウを活用した機能性調理器具「菊花」「ＢＬＩＳＳＩＯ」シリーズの
製造・販売事業

中部－３６ 株式会社三重木型製作所 2190001019028 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

近畿－１ ライティングアース株式会社 7210001014748 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

近畿－２ 株式会社シューユウ 7210001012966 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

近畿－３ 滋賀麻工業株式会社 4160001008320 滋賀県愛荘町 “洗える麻わた”を用いた敷きパッドと他用途パッドの開発・製造・販売

近畿－４ 西田染工株式会社 5130001011383 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

近畿－５
アップ トゥ サプライ インターナショ
ナル株式会社

9130001019695 京都府京都市
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

近畿－６ ニシオサプライズ株式会社 7130001035380 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」

近畿－７ 株式会社とト屋 5130001042957 京都府京丹後市
未知なる海の京都・丹後海岸の魅力をマイスターが直伝「丹後マイスターツーリズ
ム」の開発・提供

近畿－８ 民谷織物 － 京都府京丹後市 ”螺鈿テキスタイル””レザーテキスタイル”の開発・販売

近畿－９ デザインポケット株式会社 2120001125443 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

近畿－１０ 大津毛織株式会社 5120101042206 大阪府泉大津市 ウール等の厚手織物の軽量化新商品の開発・製造・販売

近畿－１１ 新興タオル株式会社 5120101039771 大阪府泉佐野市
特殊多層構造糸を使い、泉州タオル伝統技法と独自技法を融合させた高機能タオル
及びタオル生地を使った2次製品の開発・製造・販売

近畿－１２ 東洋スチール株式会社 3122001005145 大阪府東大阪市 高張力鋼を用いて高耐久・軽量化を実現したハイテンキャスターの試作・製造・販売

近畿－１３ 水木真珠有限会社 5140002016091 兵庫県神戸市 高度漂白技術を用いた自社ブランド高付加価値真珠の開発・販売及び海外展開

近畿－１４ サンデーシューズ株式会社 3140001094818 兵庫県神戸市 アクティブな女性向けの機能性と快適さを高めたシューズの開発・販売

近畿－１５ オザワ繊維株式会社 1140001075373 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～

近畿－１６ 島田製織株式会社 6140001075591 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

近畿－１７ 東光機材株式会社 1140001036466 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

近畿－１８ 近畿セラミックス株式会社 6140001085070 兵庫県淡路市 現場加工を不要とした次世代型ユニット式瓦の開発・製造・販売



近畿－１９ 多可染工株式会社 1140001075638 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－２０ 株式会社西村工務店 9140001056663 兵庫県香美町
兵庫県立村岡高等学校との産学連携による体験交流型観光「香美町冒険学習旅
行」の開発・提供

近畿－２１ 太陽ニット株式会社 8150001010364 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

近畿－２２ 株式会社エイガールズ 4170001000367 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

近畿－２３ 株式会社萩原メリヤス 5170001002643 和歌山県和歌山市
「高オリジナリティ生地」でファッションにこだわりを持つ層に向けたアパレル製品の
開発・製造・販売～独自の編み技術と素材へのこだわりで実現～

近畿－２４ 株式会社アイセン 9170001005551 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

中国－１ 有限会社望湖楼 7270002010922 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

中国－２ 株式会社タカラ 9260001004164 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

中国－３ 株式会社丸五 1260001014798 岡山県倉敷市
地下足袋をベースに開発したファッション性と機能性を備えたフットウエア の 開発及
び販路開拓

中国－４ 日本綿布株式会社 5260001018300 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

中国－５ 株式会社ようび 8260001025789 岡山県西粟倉村
美作材による伝統的な「木組み」等の技術・ノウハウを活用した木工製品の開発・販
売

中国－６ 株式会社ホルツベル 6240001033028 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

四国－１
ユースエンジニアリング株式会
社

5500001009992 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

四国－２ 渡辺パイル織物株式会社 4500001012576 愛媛県今治市 タオルの生産に係る技術を活用した高品質服地の開発・市場調査

九州－１ 大川精工株式会社 6290001052741 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

九州－２ 前田建具製作所 ー 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

九州－３ 有限会社ヨコタウッドワーク 8290002054157 福岡県大川市 コンパクトで移動型の機能性折り畳み収納デスクの開発と販路開拓

九州－４ 株式会社増田桐箱店 3290001036409 福岡県古賀市 「桐の製品による国内拡大、海外展開の可能性」

九州－５ 株式会社鹿田産業 5290001047263 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

九州－６ 株式会社大慶 4300001005831 佐賀県有田町 「UTSUWA美・海外バージョン」の試作開発と販路開拓・求評活動

九州－７ 九州商船株式会社 3310001000411 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

九州－８ やまさ海運株式会社 8310001002254 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

九州－９ 株式会社みょうばん湯の里 2320001006937 大分県別府市 土産品向け「湯の花素材」（香料・染料等）と加工品の開発、企画提案、販路開拓

九州－１０
株式会社アマミファッション研究
所

9340001010518 鹿児島県奄美市 泥染ヨガウェアの販路拡大とヨガ用レッグウェアの商品開発

九州－１１ 有限会社はじめ商事 9340002021191 鹿児島県奄美市
「大島紬里帰りプロジェクト」により生み出される生地「奄美布」の新規市場開拓と商
材のブラッシュアップ

沖縄－１ 株式会社あざみ屋 1360001013030 沖縄県石垣市 「八重山ミンサー」の新しい活用法によるファッション展開プロジェクト

沖縄－２ 株式会社グラスアート藍 1360001017329 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

沖縄－３ CHALLENGE Okinawa合同会社 1360003006742 沖縄県豊見城市
「沖縄空手」をテーマとした商品開発及び、世界の空手愛好家とのネットワーク構築
による販路開拓事業
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