
地域産業資源活用事業【採択件数：１８５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 株式会社山上木工 1460302003439 北海道津別町 デザイン性の高い木工商品群の開発及び販路開拓

北海道－２ 有限会社マルトシ吉野商店 7440002010054 北海道寿都町
スッツ・オイスター・ビレッジ整備と寿都の歴史・文化・マリンフードを組み合わせた観
光事業

北海道－３ 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

北海道－４
株式会社丘の上のわくわくカン
パニー

1460001004829 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

北海道－５ 株式会社ハルキ 6440001006236 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

北海道－６ 有限会社ネイチャーライヴ 8450002012148 北海道羽幌町 愛の鳥ケイマフリなどを活用した天売島・焼尻島の観光事業

北海道－７ 有限会社マルマ松本商店 3450002013010 北海道紋別市 未利用ホタテとホタテの煮汁を活用した新商品の開発、及び、ブランディング事業

北海道－８
フードプランニングオフィス
サレ・ド・シュクレ

－ 北海道札幌市
100%北海道産原料を使用した原料公開型のさっぽろスイーツの製造・全国展開事
業

北海道－９ 株式会社豆太 9430001026827 北海道札幌市 札幌大豆を用いた“おからペースト”の加工品の開発・製造・販売

北海道－１０ 株式会社どさんこミュゼ 9440001007578 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。

東北－１ 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－２ 河野商店 － 青森県むつ市 青森県下北半島産アピオスを活用した食品開発、販売事業

東北－３ 株式会社北彩屋 9420001014683 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

東北－４ 株式会社今井産業 8420001010048 青森県平川市
青森県産の杉・りんご樹の端材を活用した波型木質新素材（波型ボード）の開発・販
売

東北－５ 株式会社エビサワ農園 5420001013482 青森県東北町
農薬、化学肥料を使用しないで生産したヤーコン及び化学肥料を使用しないで生産
したにんにくを使った新商品の開発、製造、販売

東北－６ Yプロジェクト株式会社 3420001013641 青森県大間町
下北半島大間町の農林水産資源を核とした観光ツアー及び関連商品の開発、販売
事業

東北－７ 株式会社こめいち奥本商店 5420002019314 青森県佐井村 下北産ナマコを使ったサプリメント等の開発、製造、販売

東北－８ なんぶ農援株式会社 3420001007701 青森県南部町
青森県南部地方特産の妙丹柿を利用したスイーツ及び柿酢などの開発、製造、販
売

東北－９ 株式会社佐幸本店 7400001007963 岩手県久慈市 ヤマブドウ樹液を活用した化粧品用原料の開発及び販売

東北－１０ 久慈琥珀株式会社 5400001007940 岩手県久慈市
久慈産琥珀を核とした粉末成形技術等によるアーバンアンバースタイル製品の開発
とブランディング

東北－１１ 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－１２ 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－１３ 株式会社かね久 6370601003318 宮城県仙台市
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の開
発・製造・販路開拓とブランド化

東北－１４ 有限会社ヤマコ武田商店 8370602001946 宮城県塩竈市
新産業観光資源となる塩釜市魚市場を活用した、飲食と水産業視察・体験観光事
業の開発

東北－１５ マルニ食品株式会社 4370401000574 宮城県登米市
「あおばの恋」等宮城県産小麦を活用した女性向け新テイストパスタ＆パスタスイー
ツの新ブランド開発

東北－１６ 株式会社あきた六次会 9410001006888 秋田県大館市
特殊飼育により価値を高めた独自ブランド比内地鶏（米代火内鶏）の雄鶏を最大限
有効活用した新商品開発及び販路開拓事業

東北－１７ 有限会社登府屋旅館 8390002013177 山形県米沢市
本物の温泉を車いすでも楽しめ、和の文化を体験する宿と小野川温泉街のブランド
化

東北－１８ 青文テキスタイル株式会社 5390001010327 山形県米沢市
Aobunブランドのジャガード織物・ジャガードニットのブランディングによる企画開発力
と海外展開を目指した販路拡大

東北－１９ 株式会社安部吉 1390001009736 山形県米沢市
自社ブランドの確立及び電子ジャカードを活用したシルク織物の開発と海外販路開
拓

東北－２０ 有限会社畑田鐵工所 5390002009681 山形県鶴岡市 ファインバブル発生装置の商品化と農業・水産分野、他における全国展開事業

東北－２１ 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－２２ 株式会社SHUTECH 4390001009691 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

東北－２３ 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－２４ 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－２５ 株式会社明友 6390001009244 山形県尾花沢市 米糠の特性を活かした健康志向派向け商品の開発・販売事業

東北－２６ 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－２７ 有限会社福島路ビール 8380002006082 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

関東－１ 有限会社きらら館 4050002010105 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

関東－２ 株式会社笠間ソフトメン橋本屋 7050001007941 茨城県笠間市 ユメシホウを活用した本格生パスタの開発・製造・販売事業

関東－３ ピーナッツカンパニー － 茨城県龍ヶ崎市
新ターゲット創出に向けた茨城県産ピーナッツ新商品開発販売による地域活性化事
業

関東－４ 株式会社中村商店 5050001037214
茨城県かすみがうら
市

霞ヶ浦水産物のフリーズドライ加工による商品開発と地域ブランド化事業

関東－５ 有限会社那須高原今牧場 7060002023202 栃木県那須町
那須地域原産の生乳と那須地域由来の乳酸菌を使った新たな地場産チーズの開
発と那須高原チーズのブランディング化

平成２９年度予算ふるさと名物応援事業補助金
（地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業）　採択事業一覧
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関東－６ 有限会社ワダノブテックス 8060002037754 栃木県足利市
新たな構造的特徴を持ったトーションレースおよびその組み合わせによる新商品の
開発と販売

関東－７ 株式会社静風 4060001009915 栃木県真岡市 旬のとちおとめをフリーズドライ化した菓子等の開発と販売

関東－８ 蕎麦処　浅野屋茂兵衛 － 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

関東－９ ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 栃木県足利市
産地を越えた足利・秩父の職人の連携による「銘仙」をテーマにした「銘仙」の伝統
的技法を活かした洋装分野等での新商品開発・販路開拓事業

関東－１０ 星野工業株式会社 4060001010617 栃木県鹿沼市
関東地域の次世代の職人たちによる「Next Crafts  Generation」ブランドの立ち上げ
とライフスタイル分野商品の開発・販売事業

関東－１１ 株式会社日光食品 9060001013788 栃木県日光市 日光ゆばの製造行程から出るおからと豆乳を活用した商品開発及び販売

関東－１２ 日東産業株式会社 5060001019756 栃木県足利市
栃木県産米と二条大麦の麹によるＧＡＢＡ成分を高含有した液体調味料の開発と販
売

関東－１３ 西堀酒造株式会社 9060001014588 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

関東－１４ 有限会社浅間高原麦酒 6070002036146 群馬県嬬恋村 群馬県産原材料を活用した麦の香り豊かなフルーツエールの開発･販売

関東－１５ 茂木食品工業株式会社 1070001012078 群馬県下仁田町 群馬県産蒟蒻を活用した「口どけこんにゃく」の開発および販売

関東－１６ 株式会社あぶらや 1070001022275 群馬県板倉町 群馬県産の米を活用した冷凍釜飯などの開発および販売事業

関東－１７ 株式会社糀屋 2070001006863 群馬県高崎市 群馬県産米を活用した、糀ドリンクの開発・販売事業

関東－１８ 滝澤酒造株式会社 4030001086412 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販売

関東－１９ 株式会社サカモト 9030001089402 埼玉県飯能市 西川材（杉・桧）の木材加工技術を活用したひとつぼキャビン事業

関東－２０ みたけ食品工業株式会社 5030001020717 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

関東－２１ 鈴木海苔株式会社 3040001062198 千葉県銚子市
千葉県銚子産のツノマタを活用した新たな食品原料等加工品の開発と販売による
地域の活性化

関東－２２ 伝統建築上総匠の会株式会社 3040001083608 千葉県木更津市 サンブスギ製材時の端材を活用した新たな住宅内装材の開発と販売

関東－２３ 木本硝子株式会社 3010501003092 東京都台東区 江戸切子を活用したアクセサリ類の開発・販売

関東－２４ FUNFAM株式会社 3030001084103 東京都港区
多摩産材を活用した情報提供機能付き乳幼児向け食器の製造・販売・ブランド化事
業

関東－２５ 株式会社守半總本舗 8010801011947 東京都大田区 地域資源である【大森海苔】の産地技術を活かした新商品開発・販売事業

関東－２６ 有限会社鳥仲商店 3021002058963 神奈川県平塚市 湘南レッドと湘南しらす加工品を活用した平塚惣菜の開発・販売事業

関東－２７ 熊沢酒造株式会社 8021001006753 神奈川県茅ヶ崎市
茅ヶ崎市の清酒製造技術を活用したスパークリングリキュールシリーズの開発･販
売

関東－２８ 株式会社なんどき 1021001008715 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎地ビールと麦芽粕を活用したドーナッツの開発･販売事業

関東－２９ 井上酒造株式会社 2021001034009 神奈川県大井町 西湖フルーツと伝統の酒造り技術を活用したミックスリキュールの開発・販売事業

関東－３０ 株式会社一の湯 7021001034318 神奈川県箱根町
箱根温泉と文化財・農業などを組み合わせた観光体験サービス及び関連土産商品
開発・販売事業

関東－３１ 株式会社いせん 7110001026605 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

関東－３２ 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－３３ ゴッドハンド株式会社 1110001016909 新潟県燕市
冷間鍛造法による超精巧ヤスリ・彫刻刀の開発・販売（自社開発超精巧彫刻刀（ス
ピンブレード）の販路拡大）

関東－３４ 三和製紙株式会社 8090001011988 山梨県市川三郷町 市川和紙によるデザイン性・発色性を活かした新たな巻子本の開発と販売

関東－３５ アサヤ食品株式会社 4090001009276 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

関東－３６ ラガーワイン株式会社 7090001014091 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ーの開発と販売

関東－３７ 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－３８ 山梨県酒造協同組合 4090005000520 山梨県甲府市
甲斐の地酒の品質基準策定によるブランド力向上と新規顧客開拓のための新商品
開発

関東－３９ LOCALSTANDARD株式会社 4090003000299 山梨県甲府市
地場産業であるワインを核とした地域連携プレットフォームの構築による地域のブラ
ンド化と関連商品・サービスの開発・販売

関東－４０ 株式会社シナノ 4100001007419 長野県佐久市
オリジナルグリップを活用した、ウォーキングポール、ステッキなどの開発・商品化･
販売事業

関東－４１ 株式会社マツザワ 7100001023223 長野県高森町 市田柿製造過程で発生する未利用品を活用した商品開発・製造・販売

関東－４２ 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－４３ 株式会社松本ブルワリー 7100001029006 長野県松本市 信州の果物を活用した発泡酒の開発・製造・販売

関東－４４ 株式会社ランバーテック 3100001014382 長野県松本市 寸法安定処理した信州カラマツの外構・建築材商品開発・販売

関東－４５ 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－４６ 株式会社流通サービス 2080401014969 静岡県菊川市 静岡産の抹茶と玉露及びその加工品の海外に向けた商品開発および販路開拓

関東－４７ 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
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関東－４８ 高嶋酒造株式会社 7080101001049 静岡県沼津市 静岡県の清酒技術を活かした「甘酒用突破精麹を使用した甘酒」の開発・販売事業

関東－４９ 株式会社白形傳四郎商店 5080001002181 静岡県静岡市 静岡県産茶の種子から搾油した茶の美100％の調理用オイルの開発と販売

中部－１ 株式会社リョーシン 230001005405 富山県富山市
「富山の一般機械」製造技術を活用した混廃棄物風力選別装置の開発・改良及び
販売

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「Ｓｏｔｔ
ｏ」の製造・販売事業

中部－３ 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－４ 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－５ 株式会社Ａｎｔｅ 9220001014183 石川県珠洲市 奥能登・珠洲の「揚げ浜塩」を使った商品開発及び体験型観光商品開発・提供事業

中部－６ 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

中部－７ 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－８ 有限会社鈴研陶業 7200002020309 岐阜県多治見市
タイルづくりで培った美濃焼技術を活用する「やきものアクセサリー」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タイルの製造・販
売事業

中部－１０ 株式会社日本セラティ 4200001021491 岐阜県土岐市 美濃焼製磁器洗面ボウルの製造・販売事業

中部－１１ 株式会社山加商店 6200001021622 岐阜県土岐市 美濃焼の成形技術を活用した量産型「薄型磁器製飲食器」の開発・製造・販売事業

中部－１２ 株式会社飛騨海洋科学研究所 2200001031947 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

中部－１３ 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－１４ 有限会社レイク・ルイーズ 5200002014782 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

中部－１５ 株式会社マルジュー 4180001013500 愛知県名古屋市
海外デザイナーらとのコラボレーションしたガーゼ製ベビーアパレル製品群の製造・
販売事業

中部－１６ 丸安ニット株式会社 8180001027232 愛知県名古屋市 “和紙糸”を使用したニット製品「siffonシリーズ」の製造・販売事業

中部－１７ 株式会社安震 8180301003593 愛知県岡崎市
振動を減衰させる免震方式に基づく地震対策製品「安震アジャスター」の開発・製
造・販売事業

中部－１８ 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－１９ 染付窯屋　眞窯 － 愛知県瀬戸市
瀬戸染付焼の伝統技術を活かした、染付面が「無釉薬」の陶磁器製商品の開発・製
造・販路開拓事業

中部－２０ 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－２１ 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－２２ 株式会社亘陽 5180301013983 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

中部－２３ 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－２４ 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及び関連製品の製造・販売
事業

中部－２５ おぼろタオル株式会社 4190001000209 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を活用したオンリーワン製品の開
発と販路の開拓

中部－２６ 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

中部－２７ 尾鷲物産株式会社 3190001004391 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

近畿－１ 株式会社伊と幸 5130001019872 京都府京都市
絹織物とガラスとを複合加工した建築資材・内装資材等の試作開発・生産・販売～
和装用絹織物の技を活用した“絹ガラス”の事業拡大～

近畿－２ 宮井株式会社 1130001022780 京都府京都市
世界初の静電式電子写真方式によるデジタル転写捺染技術を活用したオリジナル
繊維製品の開発・製造・販売～小ロット・短納期・高精細なふろしき・クリーナー等～

近畿－３ 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－４ 旭紡績株式会社 2120101043933 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～

近畿－５ 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－６ 播州織工業協同組合 7140005017226 兵庫県西脇市
特殊加工により機能性・表現力を高めた播州織生地の開発・生産・販売―播州織の
多品種化による需要拡大―

近畿－７ 株式会社丸萬 9140001075366 兵庫県西脇市
多重レイヤージャカード織等を活かした製品ブランドPOLS（ポルス）の製品企画・生
産・販売

近畿－８ 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　～綿１００番単糸
の生地の開発・生産により実現～

近畿－９ 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－１０ 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－１１ 阿江ハンカチーフ株式会社 5140001074859 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・ホームファッション用品の事業拡大―

近畿－１２ 株式会社吉田屋 4150001016076 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

近畿－１３ 紀州技研工業株式会社 1170001000799 和歌山県和歌山市 インクカートリッジ方式で低価格な産業用プリンターの開発・製造・海外販売
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近畿－１４ 萩原メリヤス株式会社 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－１５ 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 山陰松島遊覧㈱ 6270001000990 鳥取県岩美町
山陰海岸ジオパークを舞台とする着地型観光「ジオツーリズムとっとり岩美」の開発
と販路開拓

中国－２ ㈲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WarkingResort]の開発・販路開拓

中国－３ ㈲渡邊水産 1280002006157 島根県出雲市
「魚の一夜干し」の技術を活用した、多様な用途で簡便調理が可能な食材の開発・
販売

中国－４ ㈱吉田ふるさと村 2280001005695 島根県雲南市
日本のものづくりの原点・「たたら製鉄」を取り巻く体験観光（製鉄・鍛冶）プログラム
の開発および販路開拓

中国－５ 宮下酒造（株） 6260001004753 岡山県岡山市 清酒造りの技術を活用した吟醸ウイスキーの開発・販売

中国－６ 日本綿布（株） 5260001018300 岡山県井原市 「世界初のソリッド・ファイバーデニムによる高付加価値デニム生地の製造販売」

中国－７ ㈱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製品の開発・販売

中国－８ 八橋装院㈱ 6240001011891 広島県広島市 ボール素材によるバッグ等の雑貨製造販売事業の展開

中国－９ ㈱Ｈ・Ｒ 8240001021798
広島県広島市
（事業所：呉市）

広島産レモン・甘夏を活用した「アロマオイル」「汗ふきシート」「体験型観光サービ
ス」の事業化

中国－１０ ㈱松創 2240001034434 広島県府中市 府中家具の技術を活用した高級宝飾品ケースの開発、販売事業

中国－１１ ㈱山賀 3250001007537 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

中国－１２ ㈱日本フーズ 8250001007219 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

中国－１３ ㈲玄洋社 1250002012819 山口県下関市
「日本有数の水揚量を誇る下関市の「あんこう」刺身珍味や生ハム等の商品開発お
よび販路開拓

中国－１４ フジミツ㈱ 2250001008313 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と改善、及び販路
開拓

四国－１ 株式会社タナカショク 9490001001444 高知県高知市
室戸海洋深層水の栄養分を活かした賞味期限の長い豆腐加工品の開発・製造・販
売

四国－２ 株式会社愛媛海産 9500001012605 愛媛県今治市
主に今治市で水揚げされるマダイを活用した長期保存可能なチルド商品の開発・製
造・販売

四国－３ 株式会社木村水産 6470001011200 香川県さぬき市 穀物粉（玄米粉、ホワイトソルガム）を原料としたグラノーラの開発

四国－４ 株式会社四国遍路 5470001015499 香川県三木町
四国八十八箇所霊場と遍路道の、ガイド（先達）発掘・情報発信及び新規観光資源
ツアー開発・情報発信

四国－５
株式会社ジェイジェイ旅行セン
ター

4500001007997 愛媛県内子町
内子町の地域産業資源「八日市護国地区町並」「石畳地区村並み」「内子座」を活用
した、首都圏や関西圏を発地とする富裕層向け旅行ツアー造成、販売の構築

九州－１ 株式会社コプラス 4011001057958 東京都渋谷区
ファスティングに”お遍路体験”と”森林セラピー”を掛け合わせた「脳・こころ・内臓の
お手入れができる」滞在型ヘルスツーリズムプログラムの開発と販路開拓

九州－２ 八木鋳金 － 福岡県芦屋町 芦屋釜製作技術を活かした芦屋鋳物の製品開発と販路開拓

九州－３ 株式会社タケマン 2290001064030 福岡県糸島市 地元糸島の竹を活用した純国産メンマ商品の開発及び販路開拓

九州－４ 福吉水産 － 福岡県糸島市
糸島で水揚げされたマダイ・イカ・カキのオリーブオイル漬け商品等新商品の開発と
販路開拓

九州－５
株式会社ｲﾏﾑﾗｽﾏｲﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ

4290001052033 福岡県久留米市 耳納杉を用いたオリジナル薄板成形容器「木匠」の開発・販売

九州－６ 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－７ 有限会社坂田織物 3290002047181 福岡県広川町
久留米絣の製造過程で生じる高付加価値の糸を活用した商品の開発・及び販路開
拓

九州－８ 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－９ 大川精工株式会社 6290001052741 福岡県大川市
大川木工技術の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－１０ 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

九州－１１ 株式会社ウエキ産業 6290001052642 福岡県大川市 無垢材を使った反りやねじれが少ない室内建具（横剥パネルドア）等の販路開拓

九州－１２ 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404 佐賀県小城市 佐賀県産牛を活用したレンジで美味しいステーキの冷凍加工品開発と販路開拓

九州－１３ 株式会社吉村商店 1300001007459 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－１４ 九州商船株式会社 3310004000411 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－１５ バンブーマテリアル株式会社 9330001022282 熊本県南関町
竹の特性を活かしたナンカンボード及びＢａｍＷｏｏｄ等の新建材の開発及び需要開
拓

九州－１６
株式会社オオヤブデイリー
ファーム

1330001023296 熊本県合志市
熊本県産牛乳を原料とした、低温熟成製法による熟成式オメガ３ヨーグルト販路開
拓

九州－１７ 株式会社プレシード 3330001012727 熊本県嘉島町 熊本県産大麦を活用した食物繊維たっぷりグラノーラ等の開発と販路開拓

九州－１８ 合資会社頼藤商店 7330003003398 熊本県八代市
球磨川・川辺川の鮎を活用した、鮎だしを使った鮎鍋料理セット等の開発及び販路
開拓

九州－１９ 有限会社紅屋 3320002019318 大分県日田市 世界初、杉の含有成分を利用した自然発色杉材の試作開発・販路開拓

九州－２０ 広戸菓子舗 － 大分県津久見市 津久見みかんの特性を活かしたビタースイーツ等の開発・販路開拓

九州－２１ 有限会社白水舎乳業 6350002003613 宮崎県宮崎市 宮崎県産牛乳と糀菌を活用した発酵乳製品の開発と販路開拓
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地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

平成２９年度予算ふるさと名物応援事業補助金
（地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業）　採択事業一覧

九州－２２ 福山黒酢株式会社 5340001007468 鹿児島県霧島市 天然壺づくり黒酢の醸造技術を活用したクラフト発泡酒の開発及び販路開拓

九州－２３
鹿児島県オーストリッチ事業協
同組合

1340005007195 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

九州－２４ 株式会社オキス 7340001014388 鹿児島県鹿屋市
「さつまいも」に、乾燥させた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

九州－２５
株式会社アマミファッション研究
所

9340001010518 鹿児島県名瀬市 泥染めを活用したヨガウェアの試作と販路開拓

九州－２６ 株式会社ティダワールド 6340001011460 鹿児島県喜界町
喜界島固有種の花良治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
等の開発及び販路開拓

九州－２７ 株式会社ＳＯＭＥＳ 6340001009819 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・滞在型ニューツーリズム旅行商品
の開発と販路開拓

沖縄－１ 株式会社ポイントピュール 3360001006148 沖縄県久米島町 沖縄植物を利用したローカルハラル対応化粧品（石けん）の販路開拓

沖縄－２ 株式会社三倉食品 6360001005097 沖縄県西原町 沖縄の地域資源を活用した、ヘルシーな沖縄そば麺とそばスープの開発販売事業

沖縄－３ 有限会社ガーデンパナ 2360002021733 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

沖縄－４ 有限会社渡具知 5360002019634 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

沖縄－５ 天然香房合同会社 360003003310 沖縄県沖縄市
｢沖縄産業資源を活用した新たなアロマ（香り）の商品」の開発と顧客開拓、ブランド
確立事業

沖縄－６
沖縄エクスカージョンズ株式会
社

360001020065 沖縄県那覇市
琉球料理を活用した外国人観光客向け沖縄の食文化を学ぶ「料理体験プログラム」
「体験フィールドツアー」商品開発・販売事業

沖縄－７ デザートラボショコラ － 沖縄県那覇市 首里をテーマにしたスイーツの開発、販路開拓、ブランド化事業

沖縄－８ ベナスタス株式会社 7360001008082 沖縄県沖縄市 沖縄発リゾートライフスタイルブランドの確立事業

沖縄－９ 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－１０ 有限会社アルル 5360002021945 沖縄県石垣市
八重山の観光資源を活用したフォトウェディング・メモリアルフォト（記念日写真）及び
関連商品の開発・販路開拓事業

沖縄－１１ 株式会社上原ミート 5360001002748 沖縄県豊見城市 沖縄産の牛・豚・調味料・島野菜を活用した食肉加工品の開発・販路拡大

小売業者等連携支援事業【採択件数：８件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

東北－１ 岩手県産株式会社 4400001003742 岩手県矢巾町
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

東北－２ 石巻うまいもの株式会社 6370001039136 宮城県石巻市 石巻に根付いているうまいものを地元から、日本全国、海外へ発信するプロジェクト

東北－３ 株式会社フカコラ美人 6370501001009 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～

近畿－１
有限会社吉野路大淀振興セン
ター

2150002011243 奈良県大淀町 大和茶を活用した加工品の開発とブランド化による全国販売の実施

中国－１ 一般社団法人飯南町観光協会 4280005007059 島根県飯南町 「日本一の大しめ縄誕生の地」飯南町インバウンド推進事業

九州－１ 株式会社丸若屋 5010501033278 東京都港区
日本最高品質の嬉野茶を世界へ～　嬉野茶のブランド価値向上及び海外展開支援
事業

九州－２ 有限会社一高本舗 7310002018787 長崎県島原市 自社配達と通信販売を活用した「そうめん補食」等の需要開拓事業

沖縄－１
一般社団法人沖縄リゾートウェ
ディング協会

9360005004761 沖縄県浦添市 沖縄の地域資源を活用した世界No.1のリゾートウェディングブランド構築事業


