□地域産業資源活用事業計画 認定一覧
番号

事業者名

関東－１ 榊屋株式会社

株式会社中島鶏卵
関東－２
市場

株式会社真田製あ
中部－１
ん

法人番号

活用する
地域資源

開発生産型

開発生産型

和菓子の製あん技術
石川県 を活用したあんスプ
金沢市 レッド（新しいあんこ）
の製造販売事業

「あん」に合う地域農産品を選定・配合し、味、食感、色等に工夫を重ねたあん
スプレッド（塗って食するペースト状の食品）の開発・販路開拓を行う。無添加・
和菓子
無着色の安全・安心に徹底した商品で、独特のなめらかさと新しい食感を併せ
（鉱工業品）
持ち、.ヨーグルトやアイスクリームなど一般家庭の食卓のいろんな場面での活
用を提案することで、女性や観光客に向けて販路の拡大を行っていく。

開発生産型

山中漆器の技術を活
石川県 用した天然木製照明
加賀市 器具の試作開発・販売
事業

ケヤキ、ミズメザクラの天然木に、山中漆器の薄引きや加飾引き等加工技術を
施した、吊り下げ型のランプシェードの試作開発と販路拡大を図る事業。非常
伝統的工芸品
に薄く、かつ木目が美しく透けて見え、木の持つぬくもりが十分に伝わるような
（山中漆器）
製品を目指す。ＬＥＤランプの着装を前提に、熱による木の変形を克服する。ま
（鉱工業品）
た、吊り下げ型の「ウスビキライト」に加え、ＵＳＢ接続や電池式のスタンド型の
商品を開発し、ラインナップの充実を図っていく。

開発生産型

エコ意識の高まりを背景とした詰め替え用製品の普及を踏まえ、山中漆器塗
山中漆器の塗りと蒔絵
装や蒔絵等の加工技術を活用したシャンプー、リンス詰め替えボトルの試作開 伝統的工芸品
石川県 の生産技術を活かした
発と販路拡大を行う。山中漆器の持つ蒔絵技術は清潔感と高級感を持ち、ボト （山中漆器）
加賀市 サニタリー雑貨の製
ルへの表面加工は、水に強く、防汚性、防カビ性に優れ、併せて浴室内に癒や （鉱工業品）
造・販売事業
し空間を創造するインテリア的な機能を持たせることができる。

開発生産型

お酒を入れて入浴する日本酒風呂は、保温・保湿効果、新陳代謝の促進、美
清酒（加賀菊酒)を配 白効果、老化防止等に効果があると言われている。本事業は、白山の温泉の
石川県
清酒
合した入浴剤の製造・ 成分をベ－スに、地元の名水である白山の伏流水を使用した清酒（加賀菊酒）
白山市
（鉱工業品）
販売事業
を配合した粉末状の入浴剤の試作開発と販路拡大事業である。粉状であるた
め、非常に軽く、ＳＡ・ＰＡ等でお土産の販売としても適している。

開発生産型

石川県産のぶどうによ
るワイン酵母抽出液を
石川県
原料としたエイジング
能美市
ケア化粧品等の製造・
販売事業

8200002021314

開発生産型

既存の美濃焼製品との差別化を図る、新たなブランド開発として、陶磁器の表
美濃焼の製造技術を
面に漆を塗り、陶磁器と漆器の良い面を融合した陶胎漆器の試作開発と販路
岐阜県 活用した、陶磁器素材
美濃焼
拡大を行う事業。開発に当たり、漆の持つ堅牢な重厚感と陶磁器の硬い生地
土岐市 に漆を塗った「漆陶」の
（鉱工業品）
を融合させ、漆塗りを内製化し、塗料や焼き付けを工夫することにより、食洗機
開発・製造・販売事業
や経年劣化による剥離防止を克服し、実用に耐えられる製品を目指す。

―

開発生産型

地元の協力を得て一人で始めたブルワーによる、有名な郡上の水を原料に使
郡上の水を原料とした 用したクラフトビールの製造・販路拡大事業。郡上の水は飲料水として非常に
岐阜県
郡上の水
クラフトビール製造・販 良好で、中程度の軟水のため口当たりがよく、女性向けビールとして期待され
郡上市
（鉱工業品）
る。また、樽仕込み製法は、国内では珍しく、出荷に際して樽からの移し替えを
売事業
行わないためよく熟成でき、小ロットの製造にも適している。

1090001005138

4220001003083

有限会社素地のナ
カジマ

9220002012517

株式会社ＮＡＫＡＪＩ
ＰＡＩＮＴ ＷＯＲＫＳ

8220001021024

中部－４ 北陸化成株式会社

1220001006287

郡上八幡麦酒こぼ
こぼ

事業概要

地域産業資源「漬物（甲州小梅）」の特徴である酸味・旨味、カリカリとした食感
甲州小梅の漬物、ス を活かし、練り梅を入れて焼き上げた玉子焼きに、練り梅を混ぜこんで作ったく
山梨県 イートコーンを活用した ずあんをかけ、その上にきざみ梅をふりかけた惣菜を開発する。また、地域産
甲府市 新たな惣菜の開発と販 業資源「スイートコーン」のなかでも特に糖度の高い「きみひめ」の規格外品とく
売
ずあんにより、コーンの甘みと粒の食感を活かした惣菜を開発し、生産、販路
開拓に取り組む。

中部－３

中部－７

事業テーマ

開発生産型

4060001023156

8220001013599

中部－６ 有限会社宗山窯

地域名

歯切れが良く、冷めても硬くなりにくい特性を持つ栃木県推奨品種のもち米「き
栃木県産米「きぬはな
ぬはなもち」を活かし、とちの実入りの「とちもち」をベースとした、栃木らしさを
栃木県 もち」を活用したとちも
栃木のお米
感じさせるお土産品を開発する。具体的には、①とちもちまんじゅう、②とちもち
小山市 ち和菓子の開発およ
（農林水産物）
生おかき、③とちもちゆべし、④とちもち最中、⑤とちもちはったい粉を開発す
び販売
る。

中部－２ 守田漆器株式会社

TOWAKOメディカル
中部－５ コスメティック株式
会社

類型

1220001017193

スイートコーン
（農林水産物）
漬物（甲州小梅）
（鉱工業品）

能登ブドウのワイン製造工程から発生するワイン澱から独特の技術によって
抽出されたワイン酵母エキスが持つ有効成分を活用して、美容効果に着目し
ぶどう
た化粧品の試作開発を行う。ワイン酵母には、細胞賦活作用、抗酸化作用、保
（農林水産品）
湿効果等があり、エイジングケアに関心のある消費者に対し、自社独自ブラン
ドとして、販路拡大を行う。

ヤマキ電器株式会
中部－８
社

9180001079339

開発生産型

瀬戸焼の生産技術を
石英ガラスは、オ－ディオに使われるインシュレ－タ－としては高級素材。原料
活用した焼結石英ガラ
愛知県
に工夫を加え、高圧プレスすることで、より加工精度が高く 任意の形状が可
スのオーディオ用イン
瀬戸焼
尾張旭
能で、通常の石英ガラスインシュレ－タ－より低コストで高精度な製造ができ
シュレーターおよび
（鉱工業品）
市
る。石英ガラス素材インシュレ－タ－の特徴であるクリア－な音を損なうことな
オーディオ関連部品等
く、よりやわらかな音を追求するための試作開発と販路拡大を目指す。
の製造・販売事業

中部－９ 有限会社岩月鬼瓦

7180302020382

開発生産型

現代人の良質なライフ 瓦の持ついぶし銀色の素材感、瓦の重み、重量感を最大限に引き出す独特
愛知県 スタイルに資する瓦製 フォントデザインを用いた「アルファベット・数字」の瓦製インテリアオブジェを開 三州瓦
高浜市 インテリア製品等の開 発・製造する。本商品と相性が良い西海岸風インテリア・スタイルを基調とする （鉱工業品）
発・製造・販売事業
「ライフスタイル提案型ストア」を中心に、販路拡大を行う。

8190002010847

開発生産型

三重県 常温保存ですぐに食
南伊勢 べられる鮮魚等の串
町
干物製造・販売事業

近畿－１ 山伝製紙株式会社

2210001012236

開発生産型

「貼り付けやすく、剥が
糊付け面が少なくてもしっかり貼れる、縮みにくい、貼り付けやすく、剥がしや
福井県 しやすい低収縮和紙
すい等の機能を有する和紙を開発し、和食レストランや建設業者等へ販路を
越前市 のふすま紙、壁紙」の
開拓する。
開発と販路開拓

近畿－２ 株式会社乾レンズ

7120001099914

開発生産型

地域産業資源であるレ
レンズへのコーティング加工技術、レンズの切断加工技術を活用し、今までに
福井県 ンズの特性を生かした
レンズ
ない特徴と形を持ったアクセサリールーペを企画・製造し、老眼であることを認
鯖江市 アクセサリールーペ等
（鉱工業品）
知されたくないであろう中高齢女性等をターゲットに販路を開拓する。
の企画・開発・販売

中部－１０ 有限会社山藤

地元南伊勢で獲れた鮮魚に、焼成加工・高温高圧殺菌処理を行うことにより、
長期常温保存を可能にした串干物の製造・販売を行う。真空包装したままボイ
伊勢志摩の干物
ル、レンジですぐに食べられ、しかも串に刺した非常に食べやすい加工である
（鉱工業品）
ことから、ギフト市場でのさらなる浸透度を高め、さらに飲食店等やOEMなどで
の取引拡大を目指すとともに、南伊勢ブランドの認知度を高めていく。

越前和紙
（鉱工業品）

プラスジャック株式
近畿－３
会社

8210001013237

開発生産型

地域産業資源である
眼鏡加工技術を活か 眼鏡枠の特徴であるアセテート材やその切削技術を活用して、防犯防災用品
福井県
眼鏡（枠を含む）
した防災・防犯の機能 とデザイン性を合わせ持った普段使いできるアクセサリー笛を製造し、百貨店
鯖江市
（鉱工業品）
を有するアクセサリー 等に対して販路を開拓する。
笛の開発･製造･販売

近畿－４ 合同会社ツギ

4210003000864

開発生産型

地域産業資源である
鯖江市河和田うるしの 「木地師」「塗師」「蒔絵師」など、職業を異にする様々な職人が半径2.5km内に
福井県
うるしの里
里の漆器産業集積を 集積しているという「うるしの里」の特徴を活かしたツアーや、漆塗り職人による
鯖江市
（観光資源）
活かした産業観光事 漆塗り（箸・お椀）体験等を実施し、地域の活性化を図る。
業

株式会社京都絞美
近畿－５
京

1130001057736

開発生産型

京鹿の子絞の伝統技
法とデジタル３Ｄ技術 京鹿の子絞の伝統技法とデジタル３Ｄ技術を融合させた立体感や複雑な柄な
京都府 を融合させたスカーフ ど多様性のあるデザインのスカーフ等ファッション雑貨を開発・製造し、伝統的 プリント染色
京都市 等のファッション雑貨 なモノやコトを好むアッパーミドルを中心とした層をターゲットに販路を開拓す （鉱工業品）
の開発・製造・販路開 る。
拓

株式会社西友フー
ズ

2120001118570

開発生産型

キムチ調味液を活用し 業務用キムチの製造で養った技術をもとに、化学調味料等を一切使用せず、
大阪府
漬物
た調理食品及び調味 簡単に調理ができるチゲ、スープ、タレ、ドレッシング等の加工品を開発し、百
大阪市
（鉱工業品）
料の開発・販売
貨店、スーパー、カタログ通販等の小売市場での新たな需要開拓に取り組む。

開発生産型

特許登録済の織組織
大阪府 を活用した｢千亀利織｣ 保温性、柔らかさ、伸縮性を付加させた、当社独自技術である「千亀利（ちき
毛布
岸和田 ｢ちきり織｣寝装品やタ り）織」を用いて、寝装品やタオル、衣料用生地等を開発し、繊維商社等へ販路
（鉱工業品）
市
オル・衣料用生地の開 を開拓する。
発・製造・販売

開発生産型

ファッション性と履き心
靴の前足部分を袋状にミシンで縫い合せ、踵部分や組み立てに接着剤を用い
地の良さを両立させた
兵庫県
る「ボロネーゼ式セメント製法」により、前足部分のソールがしなり、履心地のよ 神戸靴
婦人靴“エレガンス・カ
神戸市
さとデザイン性を両立させた婦人靴を開発し、国内外に向けて販路を開拓す
（鉱工業品）
ジュアルシューズ”の
る。
試作開発・製造・販売

開発生産型

但馬等県産・国産の農
但馬牛の牛ガラを主原料とし、化学調味料を含まない天然素材のみで完成さ
兵庫県 林水産物を原料にした
但馬牛
せた安全・安心な商品としての洋風調味料を開発し、コープや百貨店を中心に
香美町 洋風（万能）調味料の
（農林水産物）
販路を開拓する。
開発と販売

近畿－６

井嶋織物工業
近畿－７

株式会社サンマ
ジー

1120101047167

近畿－８ 株式会社ＬＯＯＰ

9140001028316

株式会社トキワ
近畿－９

株式会社パルシー
ズン

2140001056356
4140001039854

株式会社明石ス
中国－１ クールユニフォー
ムカンパニー

3260001027781

開発生産型

岡山県は国内学校制服の製造シェアが７割を超え、倉敷地域には多くの学
有名アイドルグループ
生服関連企業が存在する。本事業は、学生制服の企画等のノウハウを持つ当 アパレル製品（繊
岡山県 の衣装デザイナーによ
社と有名アイドルグループの衣装制作、スタイリングを一手に手がける企業が 維製品）
倉敷市 る学校別オーダーメイ
連携し、新ブランドを立ち上げて学校別のオーダーメイドデザインの学生服を （鉱工業品）
ド学生服の開発・販売
開発・販売し、専用HPを立ち上げ学校の広報支援も行う。

中国－２ 丸進工業株式会社

1260001014815

開発生産型

国産帆布の約７割は岡山県倉敷市で生産されている。当社は１００年近くの
希少な旧式シャトル織 歴史をもつ帆布製造業で、糸から織物までを自社工場にて一貫生産している。 繊維生地（繊維
岡山県
機による「上綿帆布」 本事業では、現在は廃止された「上綿帆布」を現在では入手できないシャトル 製品）
倉敷市
の復刻及び販路開拓 織機を使って復刻し、高級グレード品として国内アパレルやバッグメーカー等 （鉱工業品）
への直販、輸出等の新たな販路を開拓する。

開発生産型

広島県廿日市市の地域資源である「木製製品」の加工技術である「ろくろ技
木製製品の技術を活
広島県
術」「塗装技術」を活かし、「見た目が美しい」「希少性が高い材料を用いる」等
用した「高付加価値け
木製製品
廿日市
の特徴をもった「高付加価値けん玉等の遊べるオブジェ」を開発する。オブジェ
ん玉等の遊べるオブ
（鉱工業品）
市
となるような高付加価値の木製商品を開発し、国内外に販路開拓を行い、当地
ジェ」の開発
域の木製製品のブランド向上を目指す。

開発生産型

全国有数の水揚量を
誇る山口県産「ハモ」
山口県
を活用したレトルト加
萩市
工品の開発および販
路開拓

開発生産型

本事業では、徳島県の地域産業資源である雑穀加工品（古代米）を活用したク
ラフトビールの開発・製造・販売を行う。古代米に含まれているポリフェノール
徳島県 徳島県産の古代米を の一種、アントシアニンは、疾病予防や健康増進に寄与する成分であり、それ
雑穀加工品
板野郡 活用したクラフトビール は同時にほのかな甘みや鮮やかな発色性を有しているため、独自性の高い商
（鉱工業品）
藍住町 の開発・製造・販売
品として活用できる。本事業を通して、徳島県名東群佐那河内村産の古代米
の認知度向上及びブランド化を図り、農業者の所得向上等の地域活性化が期
待される。

開発生産型

糖質制限・グルテンフ 「手ごねこんにゃく」の特徴であるバタ練りや手延べ製法を活かして、硬さや形
福岡県 リー市場向け食材「粒 を調整することで、こんにゃくを粒状やパスタ状の形で商品の効果・機能を高め
手ごねこんにゃく
大牟田 状・パスタ状こんにゃ 開発、生産、販路開拓に取り組む。
（鉱工業品）
市
く」の開発及び販路開
また、サラダや和菓子にも活用できる食材を製造販売し、「糖質制限・グルテ
拓
ンフリー」というテーマでブランド化を図る。

株式会社イワタ木
中国－３
工

中国－４ 株式会社井上商店

四国－１ 株式会社阿波麦酒

九州－１ 有限会社石橋屋

7240001045757

8250001007994

9480001008622

8290002054917

山口県は全国有数のハモの水揚量を誇るが、そのほとんどが関西圏に出荷
され、夏場以降は魚価が低迷するなどの課題を抱えている。本事業では、水産
ハモ
物の商品開発・加工・販売のノウハウをもとに、山口県産ハモを活用して常温
（農林水産品）
流通・保存が可能なレトルト加工品の開発を行い、全国への販路開拓に取組
み、山口県産ハモのブランド力と認知度の向上、付加価値の向上を目指す。

九州－２ 株式会社やまひら

9290001054933

開発生産型

サルボウ貝、芝
地元有明海特産魚介類を当社で長年培ってきた水産物加工技術により、安定
有明海産魚介類を活
エビ、ムツゴロ
福岡県
した収益が得られる土産商品などの加工製造に注力し、開発商品群の販路拡
ウ、ワラスボ、エ
用した珍味・加工食品
柳川市
大ならびにシリーズ商品展開を進めながら、商品の更なるブランディングや全
ツ
の開発と販路開拓
国周知、さらには海外輸出を目指す。
（農林水産物）

九州－３ 株式会社種商

1290001049148

開発生産型

地域産業資源の特徴を利用して、スーパーフードと呼ばれる発芽玄米、胚芽
佐賀県産米麦大豆を
米、麦、大豆、古
佐賀県
押麦、黒米、もち麦、大豆を圧ぺん、蒸す、整粒等により製造し、「米麦大豆」の
活用したスーパーフー
代米
鳥栖市
特徴である豊かな栄養成分を活かして、簡便に炊飯することができるよう最適
ドの開発と販路開拓
（農林水産物）
化した商品を開発し、販路開拓に取り組む。

アリタポーセリンラ
ボ株式会社

5300001005954

開発生産型

「有田焼」の特徴である伝統の技術と当社独自の技法を活かして、「日本の四
有田焼の特性を活か
佐賀県
季」をイメージした、今までにないシンプルでモダンなインテリア、食器を開発製 伊万里・有田焼
した高級インテリア、食
有田町
造する。また、佐賀県窯業技術センターが開発した高強度磁器技術も活用し、 （鉱工業品）
器の開発と販路開拓
商品の効果・機能を高め開発、生産、販路開拓に取り組む。

株式会社菓秀苑森
長

4310001009229
開発生産型

異国から伝わった菓子が、形状を変えて日本でカステラとして定着した。その
「カステラ」を活用した 完成度をベースに、他地域他国の文化を融合させた新しいカステラを開発す
長崎県
カステラ
海外向けスイーツの開 る。第一はベトナム、次にタイでの市場を開拓し、その他各国でカステラ文化を
諫早市
（鉱工業品）
発と販路開拓
広めていく。
本事業の取り組みを通じて、「長崎カステラ」のブランド化を図る。

九州－４

九州－５

株式会社わかたむ

4010401095543

