
□地域産業資源活用事業計画　認定一覧

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

北海道－1 株式会社豆太 9430001026827 開発・生産型
北海道
札幌市

札幌大豆を活用した“お
からペ－スト”の加工品
の開発・製造・販売

独自の栽培基準とトレ－サビリティが明かな「札幌大豆」から生み出されるおからをペ－
スト化し、スイ－ツ系クリ－ム、ディップ、ス－プ等の商品開発を行う。
健康志向が高まる中、大豆製品の新たなブランド化を図るとともに、全国の市場に向け
た販路拡大を行う。

札幌圏の大豆（農
林水産物）

北海道－2 株式会社丘の上の
わくわくカンパニ－

1460001004829 開発・生産型
北海道
鶴居村

釧路湿原における食育、
環境、交流を組み合わせ
た新たな滞在型観光事
業の創出と推進

釧路湿原に隣接し良質な牛乳を産出する鶴居村で、乳製品の製造販売とそれらを実体
験できる長期滞在型の観光メニュ－提供を行う。従来当地域ではなかった滞在型観光
拠点を整備し、食と環境、交流促進をテ－マとした観光事業の構築を図る。

釧路湿原（観光資
源）
牛（農林水産品）
チ－ズ（鉱工業品）

東北－1 世嬉の一酒造株式
会社

4400501000181 開発・生産型
岩手県
一関市

観光資源である世嬉の
一酒造場を活用した一関
の餅食文化体験交流観
光プログラム及び餅土産
品の開発事業

観光地域資源である当社の酒蔵群を活かし、一関に伝わるこの地域独特の餅食文化
体験交流観光プログラムを、訪日外国人旅行客（インバウンド）を含む食文化の体験観
光に興味を抱く層をタ－ゲットに開発する。また、イベントだけで終わらせず、餅食という
一関の地域観光の魅力を活かした商品化をすすめるという理念に立ち、餅土産品の開
発に取り組む。

もち
（鉱工業品）
世嬉の一酒造場
（観光資源）

東北－2 岩手県産株式会社 4400001003742 需要開拓型
岩手県
紫波郡
矢巾町

岩手県農林水産物の特
徴と加工事業者の特性
を活かした加工食品の販
路開拓とブランド構築事
業

岩手県内の農林水産物等を県内中小企業各社が加工し、少量・小分をコンセプトとした
プライベ－トブランド「pecco（ぺっこ）」シリ－ズの商品ブラッシュアップやブランド力向
上、商品ラインナップ充実を図る。さらに大手百貨店等全国の取引先を活かした販路開
拓を行うことにより、岩手発の全国ブランドとして確立し、県産品の販売拡大に繋げる。

ｱｶﾓｸ、ｱﾋﾟｵｽ、甘
茶、鮎、ｱﾛﾆｱ、ｱﾜ
ﾋﾞ、ｲｶ、ｲｻﾀﾞ他
（農林水産物）
大船渡ﾌｨｯｼｭ＆ﾁｯ
ﾌﾟｽ、海洋深層水、
がんづき 他
（鉱工業品）

東北－3 有限会社グロ－バル
アイ

7390002009044 開発・生産型
山形県
鶴岡市

庄内米と独自バイオ技術
による練り羊羹の商品化
と国内外販路開拓事業

地域産業資源の「米」を原料とする米デンプン糖を利用し、砂糖不使用の練り羊羹の商
品化と販路開拓を実施する。販路開拓は国内のほか欧州各国を計画し、米は山形県の
代表銘柄「はえぬき」を利用することで庄内米をアピ－ルする。本事業の製品は砂糖不
使用の和菓子としての新カテゴリ－を目指すことから市場性は高い。

米
（農林水産物）

東北－4 株式会社SHUTECH 4390001009691 開発・生産型
山形県
酒田市

平滑で高品質な低価格
ダイヤモンド薄膜基板お
よび高付加価値応用製
品の開発・事業化

酒田市の地域産業資源である「電子部品・デバイス産業」に含まれる導電性ダイヤモン
ド薄膜を用いて、次世代向けデバイスへ活用する他、医療・創薬分野にて細胞・たんぱ
く質などの構造解析用メンブレン、TEMグリッドにも応用を進めていく。

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ
（鉱工業品）

関東－1
ラガ－ワイン株式会
社
東晨洋酒株式会社

7090001014091
9090001008934

開発・生産型
山梨県
山梨市

早摘みぶどうを活用した
ワインと調味料、本格農
業体験メニュ－の開発と
販売

地元農家等と連携し、山梨市の地域産業資源であるぶどうのこれまで破棄処分されて
きた未熟果を活用して、早摘みタイプと完熟タイプのワイン、すっぱいぶどう調味料を開
発するとともに、商品販売だけでなく労働力確保にもつながる本格農業体験を商品化す
ることによって、地元農家の作業負担減少、耕作放棄地の解消、醸造用ぶどうの確保、
雇用の創出を図り、地域の活性化ならびにブランド化につなげる。

ぶどう（農林水産
物）

関東－2

株式会社リゾ－トメン
テナンス
株式会社長野県くみ
あい建設センタ－

2100001011224
9100001002274

開発・生産型
長野県
長和町

長野県産木材活用住宅
による、小規模・多機能・
高品質別荘の開発と新
たな別荘需要の開拓

供給風土に適した長野県産木材活用住宅の産直技術と長野県産木材を使用し、小規
模でありながら高品質・高耐久性の別荘商品を開発し、別荘商品と借地権をセットにし
た販売を行う。本事業により、当該産直技術に関わる産業振興と、地域内観光産業の
復活を図る。

長野県産木材活用
住宅（鉱工業品）

中部－1 株式会社山口久乗 6230001011100 開発・生産型
富山県
高岡市

高岡銅器（おりん）の製
造技術を生かしたインテ
リア音具の開発・販売事
業

本事業では、古くから仏具としてのイメ－ジが定着している高岡銅器のおりんを、生活空
間に調和する「インテリア音具」として製造・販売に取り組む。職人技術と銅素材から生
まれる質の高い音色は、生活の中に癒やしを提供する。国内の高所得シニア層及び日
本文化や日本製品への評価が高い台湾、中国などを中心に販路開拓していく。

高岡銅器
（鉱工業品）

中部－2 株式会社ぶどうの木 1220001005669 開発・生産型
石川県
金沢市

石川県産玄米を活用した
商品の開発・販売事業

本事業では、「石川県産玄米」を活用したグラノ－ラ、ウエハ－ス、タブレット商品の製
造・販売に取り組む。巨大胚芽米や紫黒米など栄養価の高い材料を取り入れ、健康志
向の女性を中心タ－ゲットに、首都圏のエキナカに出展予定の自社店舗、ホ－ムペ－
ジによる販路開拓に取り組む。

石川米
（農林水産物）

中部－3 有限会社能登島ガラ
ス工房

5220002014211 開発・生産型
石川県
七尾市

陶磁器の風合いを特色
とする当社独自の耐熱
燿変ガラス商品の製造・
販売事業

本事業では、手作りのガラス工芸生産に用いる技術を活用した耐熱燿変ガラス
「HOTTO-G」のテ－ブルウェアの開発・販売に取り組む。ガラスの透明感と特有の製法
により生まれる陶磁器のような風合いの色で他商品との差別化を図る。顧客の要望に
応じたオリジナル性の高い商品の開発が可能であり、国内においては百貨店、セレクト
ショップ、ギフトショップ等を中心に販路開拓に取り組むと共に海外においても「和テイス
トのガラス製食器」として販路開拓に取り組む。

ガラス工芸品
（鉱工業品）

中部－4 株式会社竹中
蔵　塗装工場

1220001013580
-

開発・生産型
石川県
加賀市

山中漆器の生産技術を
活用した、海外市場向け
弁当箱「TAKENAKA
BENTO BOX」の製造・販
売事業

本事業では、山中漆器の特徴である、塗りと蒔絵等の装飾を生かした製品の開発、販
路開拓に取り組む。同社が近代漆器商品の企画・デザインを行い、共同申請者がそれ
らの成型・塗装・蒔絵を施す。塗りの技術から得られる艶や光沢等の高級感、機能性等
を武器に海外市場における製品のブランド化を図り、欧米地域を中心に販路開拓してい
く。

山中漆器
（鉱工業品）

中部－5 伸光製菓株式会社 6200001002440 開発・生産型
岐阜県
岐阜市

「鮎菓子」の製造技術を
進化させ鮮やかな発色を
可能とした鮎菓子の開
発・製造

本事業では、「鮎菓子」のカラ－バリエ－ション化等商品開発と販路の拡大に取り組む。
従来、中高年層・シニア層を中心に茶色一色で販売を行ってきたが、１０代～５０代の若
い世代を新たな顧客として設定し、開発に成功したピンク色をはじめ、さらなるカラ－展
開と新商品開発を行う。既存販路（岐阜県下の関係会社小売店舗、旅館、キオスク等）
に加え自社ウェブサイトを販路として活用し、特に岐阜県外への消費者への知名度向
上を図ることにより売上拡大を目指す。

鮎菓子
（鉱工業品）

中部－6 株式会社日本セラ
ティ

4200001021491 開発・生産型
岐阜県
土岐市

美濃焼製磁器洗面ボウ
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磁器製の洗面ボウル製造・販売に取り組
む。磁器製の洗面ボウルに陶器風の施釉をすることで強い強度と陶器の様な質感を両
立。主なタ－ゲットは個人住宅、店舗、宿泊施設等の施主であり、工務店や設計事務
所、建材問屋等に向けた販路開拓に取り組む。

美濃焼
（鉱工業品）

中部－7 山田木管工業所 － 開発・生産型
岐阜県
山県市

「山県市の木工製品」の
技術を活用したインテリ
アとしての額縁の開発・
製造及び販路拡大

本事業では、木工製品の高度な接着技術を活用しインテリアとしての額縁の開発・製
造・販売に取り組む。壁を飾りたい・空間をつくりたいという消費者ニ－ズを先取り・創造
する事業展開を図る。主なタ－ゲットは部屋の内装やデザインにこだわりを持つ３０代か
ら５０代の若い世代。品質、使いやすさ、バリエ－ションを訴求し販路開拓に取り組む。

山県市の木工製品
（鉱工業品）

中部－8 株式会社亘陽 5180301013983 開発・生産型
愛知県
刈谷市

プラスチック樹脂の特性
を活用した完全非磁性体
メタルレス車いすの製
造・販売事業

本事業では、金属を一切使わない車いすの製造・販売に取り組む。従来、金属製品とし
て製造されていた部品をプラスチックに置き換えることにより完全非磁性体車いすの開
発・製品化を行っておりＭＲＩ機器を導入している医療機関をメインタ－ゲットとして販路
開拓に取り組む。将来的には空港・スタジアム等でのセキュリティチェックに関する販路
開拓も視野に入れる。

愛知のプラスチック
（鉱工業品）

中部－9 おぼろタオル株式会
社

4190001000209 開発・生産型
三重県
津市

豊かな表現を可能とする
新たなおぼろ染め技術
等で実現するタオル製品
等の開発・販売事業

本事業では、新たなおぼろ染め技術により実現した拡張性のあるデザインと高機能（高
吸水性等）を両立させたタオル製品等の製造・販売に取り組む。新技術は特許等により
保護し、特許技術を生かしたタオル製品はもとよりベビ－関連やインナ－アパレル等を
自社オリジナル製品として販路開拓に取り組む。海外については、特に東南アジアを中
心に事業展開を図る。

タオル製品
（鉱工業品）



近畿－1 旭紡績株式会社 2120101043933 開発・生産型
大阪府
泉南市

独自の機械組み合わせ
技術により毛羽落ちを極
限まで抑えたタオルの企
画・製造・販売～いつま
でも心地良く、濃色にも
適したタオルを実現～

地域産業資源「紡績」の糸作り技術、中でも精紡工程におけるサイロスパン技術とコン
パクト技術を組み合わせ、毛羽落ちを極限まで抑えたタオルの企画・製造・販売に取り
組む。紡績の技術力で新タオルを開発し、開発糸「コンパクトサイロスパン」とタオル「ⅰ+
ｏ 」 （商標登録　イト）のブランド化を目指す。

紡績、タオル（鉱工
業品）

近畿－2

阿江ハンカチ－フ株
式会社
服部テキスタイル株
式会社
株式会社仁王門
株式会社リポント

5140001074859
1140001075794
6140001075724
3180001084014

開発・生産型
兵庫県加
東市

長繊維などの新素材整
経による産地初の生地を
用いた製品の開発・生
産・販売－ファッション・
ホテルリネン・ホ－ム
ファッション用品の事業
拡大－

　長繊維等の新素材整経による産地初の生地を、地域産業資源「播州織」の異なる技
術を有する２社で製織し、共同申請者の特化技術力を活用して、ファッション用品、ホテ
ルリネン用品及びホ－ムファッション用品の開発・生産・販売に取り組むことで、春夏モノ
に偏った生産からの脱却や、自社デザイン製品販売という新ビジネスモデル確立を目
指す。

播州織（鉱工業品）

中国－1 宮下酒造株式会社 6260001004753 開発・生産型
岡山県
岡山市

清酒造りの技術を活用し
た吟醸ウイスキ－の開
発・販売

本事業では、岡山の清酒の醸造技術を活かして、新感覚の吟醸ウイスキ－を開発し、
従来の顧客に加え海外への輸出も含め販路を開拓し、収益に貢献する新たな事業の柱
へ育てることを目指す。

岡山の清酒（鉱工
業品）

中国－2 株式会社日本フ－ズ 8250001007219 開発・生産型
山口県
下関市

下関市の水産物地域資
源を活用した無添加加工
品の開発および販路開
拓

本事業では、地元下関市の水産物地域資源である「ふぐ」「レンコダイ」「あんこう」「瀬つ
きあじ」「のどぐろ」を活用して、化学調味料、保存料、酸化防止剤、結着剤、増量剤、発
色剤などの化学的に製造された添加物は一切使用せず、天然の調味料を使い、素材
本来の味にこだわった無添加加工品の開発および販路開拓に取り組む。

ふく
レンコダイ
アンコウ
瀬つきあじ
のどぐろ
（農林水産物）

中国－3 フジミツ株式会社 2250001008313 開発・生産型
山口県
長門市

長門市の地域資源であ
る「長州どり」を活用した
練製品の商品開発およ
び販路開拓

本事業では、水産練製品の製造技術・ノウハウをもとに、独自の飼育方法で育てられた
長門市の地域資源である「長州どり」を活用して新商品開発に取り組むとともに、国内は
もとより海外も視野に入れた販路開拓を進める。

長州どり（農林水
産物）
水産ねり製品（鉱
工業品）

四国－1 株式会社四国遍路 5470001015499 開発・生産型
香川県
三木町

四国八十八箇所霊場と
遍路道を活用した、個人
旅行者向け観光ガイド、
ツア－マッチング及び外
国人向け宿泊施設の
マッチングサ－ビスの開
発・提供

本事業は、四国八十八箇所霊場と遍路道（香川県全域）を巡礼する個人旅行者をタ－
ゲットに、先達などの観光ガイドや四国遍路に関係する観光資源ツア－や外国人向け
宿泊施設について、WEBサイト上でマッチングや予約・決済できるサ－ビスの開発・提供
を行う。

四国八十八箇所霊
場と遍路道（観光
資源）

四国－2 グッドリバ－株式会
社

5500001019018 開発・生産型
愛媛県
松野町

面河渓、石鎚山を活用し
たアウトドア体験プログラ
ムの開発・提供

本事業は、久万高原町の地域資源である「面河渓」と「石鎚山」の自然や景観を活用し
て、キャニオニングやネイチャ－ガイド、ノルディックウォ－クなどのアウトドア体験プログ
ラムを開発し、若者層やシニア層、ファミリ－層向けに、提供する。

面河渓、石鎚山
（観光資源）

九州－1 有限会社イマヤマ 1290002052992 開発・生産型
福岡県
大川市

マグネット吸着性能を有
する化粧合板と関連商
品の開発・製造及び販路
開拓

地域産業資源「大川木工製品」に欠かせない装飾性のある化粧合板に、鉄箔を挟み込
むことでマグネット吸着性能という新たな価値を付与した化粧合板及びその関連商品の
開発・製造販売を行う。

大川木工製品（鉱
工業品）

九州－2 有限会社坂田織物 3290002047181 開発・生産型
福岡県
広川町

久留米絣の製造工程で
生ずる高付加価値の糸
を活用した新商品の開
発・生産及び販路開拓

地域産業資源「久留米絣」の製造工程で生じる染色された括り糸・仮織糸を活用し、新
たな久留米絣加工品として甦らせ、他にはない風合いを活かした「アパレルウェア」、「デ
ニム」、「日傘」の３アイテムを「TUGU」ブランドとして商品開発及び販路開拓を行う。

久留米絣（鉱工業
品）

九州－3

株式会社SOMES
熊毛海陸運送株式
会社わかさ旅行セン
タ－

6340001009819
7340001009702

開発・生産型
鹿児島県
西之表市

種子島の特色ある地域
資源を活用した、着地
型・滞在型ニュ－ツ－リ
ズム旅行商品の開発と
販路開拓

わかさ旅行センタ－と共同で、種子島初の、かつ種子島の特徴ある資源を活用した独
自性の高い、歴史文化、産業観光、ヘルスツ－リズム等の９つの着地型ニュ－ツ－リズ
ム旅行商品の開発と販路開拓を行う。
また、専門ガイドやインストラクタ－の養成等を行い商品の付加価値と顧客満足度を高
める。

種子島、種子島の
ロケット基地（観光
資源）

沖縄－1 ベナスタス株式会社 7360001008082 開発・生産型
沖縄県
沖縄市

沖縄発リゾ－トライフスタ
イルブランドの確立事業

沖縄の地域資源を活用した石鹸、シャンプ－コンディショナ－、ボディ－ロ－ション等の
高級リゾ－トホテルアメニティの実績をベ－スに、オリジナルのラグジュアリ－ブランドを
開発・確立する。

【農林水産物】
シ－クヮ－サ－、カ
－ブチ－、パパイ
ヤ、パイン
アップル、茶、ハイ
ビスカス、ビ－グ、
ユ－カリ、フ－チバ
－、ハ－ブ（レモン
グラス、ミント、バ
ジル、ロ－ズマリ
－、ヤモミ）、薬用
作物（グアバ、
月桃、ボタンボウフ
ウ）
【鉱工業品】
沖縄の塩、沖縄黒
糖、クチャ、赤瓦、
海洋深層水
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