
□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 事業テーマ 事業概要
活用する
地域資源

北海道－１
余市のぼりんファー
ム

－ 開発生産型
北海道
余市町

余市産のぶどうを用い
た混醸によるワインの
製造・販売事業

本事業では、北海道余市町の「余市のぼりんファーム」が、当農園で採れた余
市産のワイン用ぶどうを用いたオリジナルの新たなワインを製造・販売する。
開発するワインは、自家栽培のぶどうを原料に使用し、混醸という欧州の伝統
的な醸造方法の採用、野生酵母で発酵することによる複雑味、北海道の冷涼な
気候を活かした上質な酸味などの特長を有する。
（混醸：複数の品種を一緒に仕込んで発酵させる製法）

ぶどう
（農林水産物）
ワイン
（鉱工業品）

東北－１ 株式会社天の川 2420001004641 開発生産型
青森県
青森市

青森市三内産のブラッ
クベリー「三内縄文ベ
リー」を使った冷凍生
果、ピューレ等の開
発、製造、販売

化学肥料や農薬を使用せずに栽培した「ブラックベリー」を活用した冷凍生果、
ピューレ、アイスクリーム等を開発、販売する。自社で栽培したブラックベリーを
生産から加工、販売まで一貫して行うほか、独自製法による冷凍技術を用いる
ことで差別化を図り、販路開拓に取り組む。

ブラックベリー
（農林水産物）

東北－２
株式会社三陸コー
ポレーション

5370001040268 需要開拓型
宮城県
仙台市

三陸産水産加工品の
東南アジア諸国及び中
東諸国等における需要
開拓と“ＳＡＮＲＩＫＵ”ブ
ランド確立事業

三陸地域の水産加工業者が製造する商品を「SANRIKU」ブランドとして、東南ア
ジア諸国及び中東諸国等を対象に需要開拓を行う。展示商談会への出展、営
業活動、海外小売業者と連携した消費者向け販売促進活動を行い、水産加工
業者等に対する現地ニーズのフィードバックと商品のブラッシュアップに取り組
むことにより、海外市場における販路拡大とブランドの浸透を図る。

イカ、サバ、ホタテ、アカモク、ウ
ニ、サケ、サンマ、ワカメ、イサ
ダ、かき、かつお、ぎんざけ、さ
め、タコ、ほや、まぐろ、めかじき
（農林水産物）

東北－３ 株式会社マルキン 9370301002427 開発生産型
宮城県
女川町

女川産養殖ぎんざけ
『宮城女川銀鮭』を活
用した生食用商材・加
工品等の開発・販路開
拓及びブランド化事業

生産量日本一を誇る女川産養殖ぎんざけを活用した生食用商材、加工品等を
開発、販売する。養殖から加工まで一貫して行うことで可能な鮮度管理と、特殊
冷凍技術による生食用商材であることを強みに販路開拓に取り組む。

ぎんざけ
（農林水産物）

東北－４ 有限会社山形工房 7390002015018 開発生産型
山形県
長井市

高齢者、壮年層に向け
た新規格のけん玉及
びグッズの開発と地域
名産品としての確立

「競技用けん玉」の生産量日本一である技術や経験を活かして、新規格の高齢
者向け「福祉用けん玉」や「大人向けけん玉」及び「関連グッズ」を開発、販売す
る。子ども偏重の既存品と区別しブランディングを行うことで、新たな市場開拓を
目指す。

競技用けん玉
（鉱工業品）

東北－５ 米富繊維株式会社 5390001002456 開発生産型
山形県
山辺町

ニット開発技術と豊富
な編地のアーカイヴス
を活用したカスタマイズ
セーターの製造・販売
と新ブランド「THIS IS
SWEATER」の確立

長年開発してきた数万点の編地や高度なニット製造技術、デザイン力を駆使
し、顧客がセーターのパーツを組み合わせてデザインするオリジナルセーター
の製造、販売を行う。販売は自社オンラインショップと期間限定で開催するポッ
プアップショップを中心に、完全受注体制で行う。

ニット
（鉱工業品）

東北－６ 株式会社森山 8380001001729 開発生産型
福島県
福島市

土湯温泉の自噴源泉
とミツバチ飛び交う里
山を活かした滞在型ア
クティビティ湯治プログ
ラムの開発と販売

土湯温泉で自社が経営する温泉旅館において、プリンづくり体験、養蜂体験等
の体験メニューに自慢の美肌の湯を組み合わせた宿泊プラン等を「アクティビ
ティ湯治」としてコンテンツ化する。新たな利用スタイルとして増え始めた「二世
代家族」をターゲットに需要開拓を図る。

土湯温泉
（観光資源）

東北－７
株式会社阿部ニッ
ト

6380001003330 開発生産型
福島県
伊達市

高度なニット編立て技
術を活用した高付加価
値ファッション商品の開
発と販路開拓～オリジ
ナルニットのブランド化
～

同社が持つ高度な「両畦編」の技術を活用し、オリジナル性が高く、世界でもオ
ンリーワンのニット商品を開発、販売する。企画開発から製造・販路開拓まで一
貫して行うことで自社ブランドを確立し、OEM中心メーカーからの脱皮を図る。

ニット
（鉱工業品）

関東－１
株式会社オール
フィールズ

4050001038907 開発生産型
茨城県
鹿嶋市

鹿嶋市産の麦を使った
鹿嶋の地ビールの製
造、販売事業

茨城県が生産を奨励しているビール製造用の二条大麦品種のミカモゴールデ
ンは、地ビール製造に適した品種。本事業は、ミカモゴールデンや古代小麦（ス
ペルト小麦）を鹿嶋市の透水性の良い台地にて、農薬や肥料を使用せずに栽
培を行った原料を使用して「本当の意味での鹿嶋の“地”ビール」を製造、販売
する。

麦
（農林水産物）

関東－２
有限会社グリュイ
エール

4050002010113 開発生産型
茨城県
笠間市

笠間市産の「大栗（長
谷川くり）」を使用した
マロングラッセの開発、
製造、販売

笠間ならではの栗の品種の一つである、日本最大級の大きさの「長谷川くり」を
使った、マロングラッセを開発する。 香味付けに、笠間市産の栗を使用した栗
焼酎を使用し、「笠間の栗の高級ギフト商品」として笠間市内の自店舗や市内お
よび茨城県内の贈答品の販売ルートを中心に需要開拓を図っていく。

くり
（農林水産物）

関東－３
有限会社ナガタ
フーズ

7050002010606 開発生産型
茨城県
笠間市

笠間市産の品種限定
した栗と和三盆を使用
した「笠間の栗の練り
和菓子」の開発、製
造、販売

笠間市産の良質な栗の持つ品種毎の特徴や「貯蔵栗」の特徴を活かし、栗と和
三盆のみを使用して、独自の圧縮成型技術により羊羹状に固めた、おいしく見
た目もきれいな「笠間の栗の練り和菓子」を開発する。笠間市や茨城県を訪れ
る観光客の方々に、お土産品として販売し、積極的な情報発信と需要開拓を図
ることにより、笠間の栗のブランド力の向上に取り組む。

くり
（農林水産物）

関東－４ 株式会社中島園 2060001003333 開発生産型
栃木県
宇都宮

市

栃木産ゆずを活用した
フレーバーティーの製
造・開発・販売事業

ゆず産地の北限である宇都宮市新里地区の「宮柚子」の皮が厚く香りが高い特
徴に、自社で目利き選定した一番茎茶や抹茶を加え風味を引き立てるととも
に、地域産のえごまや生姜などをブレンドしたオリジナリティ性の高い日本茶フ
レーバーティーの開発、販売に取り組む。

ゆず
（農林水産物）

関東－５
株式会社味噌まん
じゅう新井屋

4060002040118 開発生産型
栃木県
佐野市

栃木県産桃・いちご等
の農産物を活用した果
実餡のアイス・菓子シ
リーズの開発・販売

地域産業資源である桃やいちご、牛乳のそれぞれの特徴を活かし、独自の技
術・ノウハウにて白餡をベースとした各果実餡を使い、アイス・菓子の商品展開
をする。季節に合った商品提供を図り通年訴求できる商品群を開発して、栃木
県のお土産品、地域産品として栃木県産の農産物を広めていくことによって、競
合との差別化と優位性維持によって新たなブランド化を目指す。

いちご、桃、牛乳
（農林水産物）

関東－６ 株式会社渡清 1060001004720 開発生産型
栃木県
宇都宮

市

とちぎ和牛によるドライ
エイジング製品および
食肉加工品の開発ブラ
ンド化事業

脂肪が締まっており、他の牛肉にはない柔らかさと旨みの秀でた風味の良さが
特徴であるとちぎ和牛に、独自のドライエイジング技術を用いることで、肉の濃
厚な味わいを感じつつも、さっぱりとした食感を楽しむことができる「とちぎ和牛
食肉加工品シリーズ」を開発する。

とちぎ和牛
（農林水産物）



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

関東－７ 伊田繊維株式会社 3070001015608 開発生産型
群馬県
桐生市

耐久性と着心地の良さ
を両立した宿泊業・飲
食業向けユニフォーム
と旅館くつろぎ着の開
発と販売

作務衣を生産してきた技術を活用し、動きやすさと耐久性、着心地の良さを両
立する業務用のユニフォームおよび宿泊施設におけるくつろぎ着を開発・販売
する。繊維技術が集積している東毛地域のネットワークを活かし、域内にて早急
かつ品質の高い商品の生産、販売を行っていく。

東毛地域の繊維製品
（鉱工業品）

関東－８ 株式会社景勝軒 5070001015473 開発生産型
群馬県
伊勢崎

市

群馬らしい風味のつけ
汁と群馬県産小麦１０
０％のうどんによる新
たな上州名物の開発・
販売

群馬県産小麦は、明るいクリーム色、粘りと硬さのバランスが良く、滑らかさを保
ちながら弾力性を出す等の特徴がある。本事業では４種類の群馬県産小麦を
ブレンドし、群馬県伝統の「甘じょっぱい」味に合ったうどんを開発・販売してい
く。

群馬の小麦
（農林水産物）

関東－９
株式会社宝泉製作
所

8070001020124 開発生産型
群馬県
太田市

精密な切削加工・組立
技術による新たなバル
ブの開発およびその派
生製品の販売

産地集積している精密な切削加工・組立技術を用いて、新たな特徴を持つバル
ブを開発する。バルブは基本的に「開」「閉」の２つのポジションを有するが、本
事業では、スクリュー式によって「開」「閉」の他に「抜き」という新たなポジション
を作ることで、締め付けトルクによって流量調整を行うとともに、一か所で水抜き
ができるような不凍結栓とする。

群馬の業務用機械機器及びそ
の部分品
（鉱工業品）

関東－１０ 笛木醤油株式会社 90300010560583 開発生産型
埼玉県
比企郡
川島町

埼玉県産大豆を活用し
たスイーツ醤油の開
発・製造・販売事業

埼玉県産大豆の中の奨励品種である「里のほほえみ」の特徴であるたんぱく質
の多さを活かした、旨味成分の高い特選クラスの濃口醤油、もしくは超特選クラ
スの再仕込醤油を使ったスイーツ醤油（仮称：生醤蜜）の開発・製造・販売を
行っていく。

埼玉県産大豆
（農林水産物）

関東－１１ 株式会社松永 8030001018213 開発生産型
埼玉県
さいたま

市

手土産サイズ版岩槻
人形の開発・製造・販
売による新市場開拓と
岩槻人形の技術伝承

木目込人形の「小さく」「軽く」「丈夫（着崩れしない）」といった特徴と、当社の「
ひととえブランド」で培ってきたコンパクトな木目込人形を製造する技術を活か
し、海外向け手土産サイズ版岩槻人形の開発・製造・販売を行っていく。

岩槻人形
（鉱工業品）

関東－１２
農事組合法人なご
みの里君津

9040005008514 開発生産型
千葉県
君津市

小糸在来を活用した新
たな大豆加工品の開
発・販売と地域活性化
事業

本事業では、君津市小糸川流域で伝統的に栽培され守り育てられてきた高品
質大豆の小糸在来を活用し、地元の代表的お土産品となるような新たな大豆加
工品の開発・販売を進めていく。

小糸在来（大豆）
（農林水産物）

関東－１３ 吉野酒造株式会社 8040001075096 開発生産型
千葉県
勝浦市

千葉の清酒とコシヒカ
リを活用した新しいび
わ種酒の開発・販売事
業

地域資源の千葉の清酒とコシヒカリを活用し、①吟醸辛口ベースのすっきりした
甘みタイプ、②千葉コシヒカリ100％純米吟醸ベースの濃熟で深みのある甘みタ
イプ、の2ラインの新たなびわ種酒を開発・販売する。

千葉のコシヒカリ
（農林水産物）
千葉の清酒
（鉱工業品）

関東－１４ 東京和晒株式会社 9011801003198 開発生産型
東京都
葛飾区

東京本染めゆかたの
染色技法、注染を活か
した商品の開発と販売

地域産業資源「東京本染めゆかた」の染め技法である「注染（ちゅうせん）」を活
かし、着心地や伝統、和装を重んじる層を主たる顧客としたシャツとエプロンを
開発・販売する。当社の約130年における染色業界での技術やノウハウを活か
し、伝統的注染技法を用いつつ、色落ちしない、そして着心地の良い商品に仕
上げることで、伝統を現代のライフスタイルに合わせて展開していく。

東京本染めゆかた
（鉱工業品）

関東－１５ 廣田硝子株式会社 8010601014308 開発生産型
東京都
墨田区

江戸切子を活用したイ
ンテリア・エクステリア
商品の開発と販売

地域産業資源「江戸切子」の技法を活用したパネルのインテリア・エクステリア
商品の開発と販売に取組む。江戸切子を食器以外のインテリア・エクステリア分
野に拡大することで、生活の中に江戸切子が浸透し、さらに認知度が高まること
で、地域への波及効果が期待される。

江戸切子
（鉱工業品）

関東－１６ 株式会社ナチュレ 4021001050755 開発生産型

神奈川
県

小田原
市

神奈川みかん（小田原
みかん）・湘南ゴールド
を活用した新たなゼ
リーの開発・販売事業

地域産業資源である「神奈川のみかん」・「湘南ゴールド」の果汁を使用した新
たなゼリーを開発し、小田原市の地域性を活かした商品の製造・開発を行う。
様々な形状と味のゼリーを組みあわせることにより、既存商品には無い新たな
味わいや食感の商品を開発する。

神奈川のみかん、湘南ゴールド
（農林水産物）

関東－１７
丸和商事・レプラ
コーン合同会社

8021003005349 開発生産型
神奈川

県
茅ヶ崎市

湘南タゲリ米を活用し
た新たなバウムクーヘ
ン/ライスサンドの開
発・販売と地域活性化
事業

茅ヶ崎市内には絶滅危惧種であるタゲリが飛来するが年々頻度は減少。地域
の人々がタゲリの飛来する環境を守るべく、環境保護活動に取り組み、その地
で収穫された米をタゲリ米として生産している。本事業では、湘南タゲリ米を主
食材としたバウムクーヘン、ライスサンド等の洋菓子の製造を通して、タゲリ米
のブランド化及び地域の取組の認知度向上に取り組む。

湘南タゲリ米
（農林水産物）

関東－１８
有限会社ラメール
洋菓子店

8021002012429 開発生産型
神奈川

県
寒川町

神奈川のみかん、いち
ご、梨、トマトを活用し
た新たなスイーツの開
発・販売事業

本事業では、地域資源であるいちご等を使用した新たな焼菓子、生菓子等のス
イーツ商品を開発し、神奈川県の地域性を活かした商品の製造・販売を行う。そ
れぞれの特徴を活用し、当社独自の製法で作る農産物の香りや風味を濃縮し
た「ジュレ」を用いたスイーツの開発と販売を行っていく。

神奈川のいちご、神奈川のみか
ん、神奈川のトマト、神奈川のな
し
（農林水産物）

関東－１９ 株式会社海老屋 6090001000299 開発生産型
山梨県
甲府市

山梨県産果実の規格
外品を活用した通年提
供可能な新たなスイー
ツの開発と販売

地域産業資源である「もも（日川白鳳、川中島）」の加工適性、「ぶどう（巨峰､
シャインマスカット等）」「イチゴ（紅ほっぺ）の粒の大きさ、色合い、甘味と酸味の
バランスを活かしつつ、規格外品を活用して通年提供可能なスイーツ（カッサー
タ、葛アイスキャンディ、フルーツ大福）を開発、販売する。

イチゴ、ぶどう、もも
（農林水産物）

関東－２０
株式会社アートプラ
ンナー

5110001015139 開発生産型
新潟県
加茂市

産地技術を活用した地
域性の高い「新潟ニット
セーター」の開発とブラ
ンド化及び販売

地域産業資源「ニット製品」の特徴である産業集積を活かして、地域技術の潜
在技術を発揮して全国的知名度の高い新潟県産コシヒカリの「米ぬか」を染め
こんだニット製品を開発することで、「米ぬかニット」商品の効果を高めた開発、
生産、販路開拓に取り組む。

ニット製品
（鉱工業品）



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

関東－２１ 株式会社仙醸 4100001020768 開発生産型
長野県
伊那市

濃厚発芽玄米非加熱
甘酒の開発・製造・販
売

長野県の地域産業資源である信州清酒の醸造技術を活かして、酵素が生きた
ままの「非加熱甘酒」に発芽玄米を加えた、濃厚発芽玄米非加熱甘酒を開発、
販売を行っていく。

信州清酒
（鉱工業品）

関東－２２
有限会社静岡フス
マ商会

1080402020158 開発生産型
静岡県
磐田市

建物の開口枠のサイ
ズを高精度・高スピード
で自動計測するレー
ザー計測機の開発、販
売事業

静岡県の地域産業資源であるレーザー・光センサーの高速で高精度計測がで
きるという特徴を活かして、建具類の開口枠をソリやタワミも含めて計測する装
置を開発する。高精度の開口枠の計測を必要とする建具製造業者やリフォーム
業者や不動産管理業者への販売を行っていく。

レーザー・光センサー
（鉱工業品）

関東－２３
株式会社テーラート
ミヤ

3080001014492 開発生産型
静岡県
島田市

｢島田帯シャツ｣の縫製
技術を活用したビジネ
スシャツの開発と販売

地域産業資源『島田帯シャツ』の特徴である、シャツ生地と帯地による格調の高
さと華やかさ、 ワンポイント帯地がデザイン上のアクセントとなっている点等を生
かしたビジネスシャツを開発する。

島田帯シャツ
（鉱工業品）

関東－２４ 酪農王国株式会社 3080101006373 開発生産型
静岡県
田方郡
函南町

ハーブを加えたホイッ
プドバターの開発と販
売

地域資源『丹那牛乳』の特徴は鮮度の高さにある。その中でも、高品質な低温
殺菌乳から作られたバターに、同じく丹那盆地で自社生産するオレガノや畑わさ
びの葉等のハーブを練り込みホイップさせることでスパイシーな香り高いホイッ
プドバターを開発する。

丹那牛乳
（農林水産物）

中部－１
株式会社コラレア
ルチザンジャパン

3230001017100 開発生産型
富山県
南砺市

地域資源である井波彫
刻工房の特性を活かし
た井波地域における宿
泊体験型観光事業

古民家の改修等により、井波彫刻を体験できるリーズナブルなゲストハウスの
提供と、体験に協力する職人の確保を通じて、井波彫刻の宿泊体験型観光事
業を実施する。本事業では、「職人への弟子入り体験」をコンセプトに、SNSを活
用した「お抱え職人制度」等の創設により、宿泊客と職人の密接な関係作りに取
り組む。また、民泊プラットフォームAirbnbを活用することで、訪日外国人等に対
してゲストハウス及び井波彫刻の魅力を訴求する。

井波彫刻工房
（観光資源）

中部－２ 合同会社からさわ 8220003002154 開発生産型
石川県
金沢市

フランス人を中心とした
外国人観光客におもて
なしを提供する着地型
観光事業

フランス人など欧米観光客に親和性が高いツアーメニューの開発を進め、近隣
宿泊施設と連携しながら、フランス語等に対応できる添乗ガイドによる、金沢漆
器や金箔貼りなどの伝統的文化・工芸の体験や、地元に密接した食文化を楽し
んでいただくための情報提供を行うなど、金沢ならではのおもてなしを提供す
る。

金沢おもてなしの宿
（観光資源）

中部－３
Ｊ－ＡＲＴＩＳＡＮ Ｐ
ＲＯＪＥＣＴ

－ 開発生産型
石川県
金沢市

伝統工芸の生産現場
を舞台としたファクト
リーツーリズム事業

一般の観光客では見学することができない伝統工芸品の作家工房を巡り、作
家とのふれあいや製作体験等を通して、伝統工芸品の魅力を発見する少人数
限定のファクトリーツーリズムを行う。実際に伝統工芸品を製作している工房
で、作家から直接製作工程やものづくりのこだわりを聞いたり、製作風景を間近
に見学することで、作家と深く交流を持つことができる。また、市場に流通する前
の工芸品の購入も可能で、一点ものなどコレクター垂涎のツアー内容となる事
業である。

伝統的工芸品の工房（九谷焼、
加賀友禅、輪島塗、山中漆器、
金沢仏壇、金沢箔、牛首紬、桐
工芸）
（観光資源）

中部－４ 上田運輸株式会社 6220001011753 開発生産型
石川県
小松市

ＩＴシステム技術等の活
用による、海外輸出拡
大に向けた県産品生
産者への効率的物流
サービス提供事業

IT技術を活用し新たに小松空港発の国際クール便サービス事業に取り組むこと
で、地元の生産者の海外輸出へのニーズに応えるとともに、輸出に係る業務の
効率化やコスト削減を実現させる。同社がワンストップで輸出業務をサポートで
きる体制を構築しPRすることで、海外へ食の輸出を考えている地域の中小企業
者や生産者に対し、海外市場での販路開拓意欲を促進させる波及効果が期待
される。

ＩＴ製品と関連技術
（鉱工業品）

中部－５
ＫＭＱツーリスト株
式会社

2220001014999 開発生産型
石川県
小松市

九谷焼を体験し、日本
海の幸を九谷焼の器
で味わうフードツーリズ
ムの販売事業

九谷焼の資料館・美術館の見学や製作体験と、九谷焼の器で「能登ふぐ」をは
じめとする日本海の幸を味わうフードツーリズムの販路開拓を行う。人間国宝を
輩出した九谷焼の地にて、日本海の料理に合わせ絢爛豪華な絵付け皿である
九谷焼を実用の器として用いることで、目の肥えたお客さまにも最高の贅沢を
提供する事業である。

伝統的工芸品（九谷焼）
（鉱工業品）
能登ふぐ、ブリ、加能ガニ（ズワ
イガニ）・コウバコガニ、アマエ
ビ、タラ
（農林水産物）

中部－６ 鹿野酒造株式会社 1220001013804 開発生産型
石川県
加賀市

山廃仕込み5年熟成の
製法による、洋食に適
した新たな清酒の海外
市場における需要開拓
事業

能登杜氏の技術に由来する、酒造りの中でも極めて難易度が高い山廃仕込み
醸造製法を活かして、同社が培った独自の酵母発酵の温度管理・PH調整と５年
間の熟成により、赤ワインを思わせるような酸度が高く、洋食との相性が良い熟
成されたコクのある口当たりの清酒の開発及び販路開拓に取り組む。

清酒
（鉱工業品）

中部－７ 田中実業株式会社 5220001013288 開発生産型
石川県
加賀市

山中漆器の生産技術
を活かした、耐水性・意
匠性の高い木製漆器
和風モダン花器の製
造・販売事業

国内屈指の漆器産地「山中漆器」の特徴である木地轆轤挽きと漆塗りの生産技
術を活かし、耐水性が高く意匠性に優れた木製漆器の花器の製造及び販路開
拓に取り組む。本商品は、高度な木地挽き技術による高い意匠性の実現に加
え、漆との相性が良く漆器の耐水性を高める新開発の塗料を塗布加工してお
り、実用性とインテリア性が共存する花器である。天然木の温かみと艶のある漆
塗りの高級感、和モダンでいて伝統工芸の重厚な趣を特徴とする。

伝統的工芸品（山中漆器）
（鉱工業品）

中部－８
有限会社舩坂酒造
店

9200002025900 開発生産型
岐阜県
高山市

四季醸造による季節に
合わせた清酒及び関
連商品の製造販売と
体験プログラムの実施
事業

地域産業資源「岐阜県の清酒」の特徴を活かして、製造環境の整備や自社が
持つ技術を活用した四季醸造を行うことで、一年を通じて同じ種類の酒だけで
なく、季節感を出した種類の異なる日本酒を醸造する。将来的には、小ロット生
産により毎月ごとに味の異なる日本酒を醸造するほか、それを活かした関連商
品（リキュール、加工食品、化粧品等）を開発する。また、四季醸造の利点を活
かして、日本酒造り模擬体験や蔵見学、セミナー、日本酒と地元食材による料
理を楽しむイベントなどの産業体験プログラムを年間を通して開催し、国内外か
らの観光客に対し提供する。

岐阜県の清酒
（鉱工業品）

中部－９
株式会社日東製陶
所

7200001020904 開発生産型
岐阜県
多治見

市

裏連結モザイクタイル
の開発・製造・販売事
業

地域産業資源「美濃焼」を用いたモザイクタイルの特徴であるユニット化におけ
る製造技術を応用して、表紙貼りに替わる裏連結によるユニット化を実現するこ
とにより、施工性の高いモザイクタイルの開発、生産、販路開拓に取り組む。裏
連結に用いるＰＥＴ樹脂の透明性・耐久性等の性質を利用して、タイル施工時に
おいて連結材を剥がすことなく使用することを可能とした。当該製品を拡販する
ことで、「裏連結モザイクタイル」の認知度が高まり、タイル業界への波及効果が
期待できる。

美濃焼、岐阜県のプラスチック
（鉱工業品）



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

中部－１０ 株式会社ミュウ 2200001020041 開発生産型
岐阜県
関市

関の刃物の技術を活
用した高機能性理美容
鋏ブランドの構築

地域産業資源「関の刃物」の生産技術の特徴を活かして、基本性能や機能性
の高い美容鋏を製造し、自社ブランドとして展開する。本製品は、刀の伝統製法
を活かした鍛錬した積層鋼材であるダマスカス鋼材を使用した鋏や、癖毛のみ
をカットすることに特化した機能性鋏が中心であり、美容師をターゲットに販路
開拓を実施する。

関の刃物
（鉱工業品）

中部－１１
テクナード株式会
社

5200001012110 開発生産型
岐阜県
羽島市

岐阜、西濃のアパレル
の縫製技術を用いた除
湿及び消臭機能付き
雑貨等の開発・製造・
販売事業

地域産業資源「岐阜、西濃のアパレル」の縫製技術等を活用して、除湿及び消
臭機能付き雑貨等の開発、製造、販路開拓に取り組む。岐阜、西濃のアパレル
の加工技術の特徴である「裁断技術」や「縫製技術」を駆使した商品であり、本
商品の認知度の高まりと共に「岐阜、西濃のアパレル」の認知度が高まり、地域
のアパレル関連企業への波及効果が期待される。

岐阜、西濃のアパレル
（鉱工業品）

中部－１２ 山鶴株式会社 4180001023045 開発生産型
愛知県
名古屋

市

地縫い調整技術を活
用したオリジナル帽子
の製造・販売事業

地域産業資源「名古屋のアパレル」の特徴である問屋機能により培われた個々
の顧客対応するための技術基盤である縫製技術を活用して、製品の機能・効果
を高め、生産、販路開拓に取り組む。縫製技術の中でも地縫い調整技術を利用
して、パターンオーダーの仕組みを導入することにより、自分だけのオリジナル
帽子をつくることを可能とした。

名古屋のアパレル
（鉱工業品）

中部－１３
株式会社ツーリズ
ムデザイナーズ

6180001110312 開発生産型
愛知県
名古屋

市

訪日外国人を対象とし
た名古屋の地域資源
を活用した着地型観光
プログラムの開発販売
及び、城下町文化の残
るエリアでのゲストハウ
ス運営事業

地域産業資源「名古屋城」等の観光資源を活かし、訪日外国人向けに観光地
訪問だけでなく伝統文化、地元飲食品や歴史資源を生かしたユニークな体験を
提供することで、新たな人と文化の融合を生み出す地域のインバウンドツーリズ
ムの販路開拓に取り組む。また、名古屋を代表する円頓寺商店街に訪日外国
人向けの喫茶・ゲストハウス「西アサヒ」を運営することで来名観光客の受け皿
とし、地域の観光関連業への波及効果も期待する。

名古屋城、熱田神宮信長堀
（観光資源）
有松・鳴海絞、尾張七宝、きしめ
ん、瀬戸焼、名古屋黒紋付染、
名古屋扇子、名古屋のアパレ
ル、名古屋友禅
（鉱工業品）

中部－１４ 進弘産業株式会社 5180001084672 開発生産型
愛知県
一宮市

カーテンの切断接着技
術を活用したファブリッ
ク製ファッション・インテ
リア小物の製造販売事
業

地域産業資源「尾州インテリア織物」の生産に係る技術の特徴であるカーテン
の切断接着技術を活かし、細かな柄を０．１ミリ単位で正確に切り抜き、柄自体
がずれないように裏地（オーガンジーを使用）張りを行うことで柄ずれしない特徴
を活かした商品として、手軽に装着でき、金属アレルギーなどに影響されない
ファブリック製のブレスレットやインテリア小物を開発し、「Ｃｈｏｐ！！」というブラ
ンド名での生産、販路開拓に取り組む。

尾州インテリア織物
（鉱工業品）

近畿－１

株式会社エムトリッ
プコーポレーション

株式会社室次

3210001008407

3210001004075
開発生産型

福井県
福井市

福井が誇る味を組合せ
て最高レベルのUMAMI
（うま味）を醸し出す万
能調味料の開発販売

福井の誇る味の資源を組み合わせ、和洋中どんな料理にも使える新たな万能
調味料「Ninja Saurce」。この「Ninja Saurce」について、素材ベースで完全な無添
加に近い改良を行うとともに、砂糖不使用の低糖質タイプも開発し、販路開拓を
行う。

醤油
（鉱工業品）

近畿－２

イーゲート株式会
社

株式会社丸仁

6210001000550

8210001003948
開発生産型

福井県
福井市

ニット縫製技術と転写
マーク技術の融合によ
る高機能メンズ用イン
ナーの開発販売

繊維産地福井の編物および縫製の技術による体型補正・吸汗速乾・UVカット
などの機能に加え、転写マークによって冷却・加温・消臭などの機能も付加した
ソフトコンプレッションインナーを開発し、ミドル男性をターゲットとして販路を開
拓する。

合成繊維長繊維ニット生地製品
（鉱工業品）

近畿－３
有限会社オモチャ
のやまだ

2210002009388 開発生産型
福井県
大野市

地域産業資源であるひ
な人形、大野城下町を
活用したひな人形展示
をめぐる大野城下町回
遊観光事業

大野城下町周辺にてひな人形展示を活用した回遊ツアーを企画し実施する。
回遊ツアーを企画、実施するに当たり、今後5年間にわたり、①ひな人形に関す
るイベントを節句ごとに通年にて開催、②大野城下町周辺企業における各種体
験、見学の実施、③お土産としてのひな人形の販売、④ひな人形の常時展示・
販売、⑤大野城下におけるスタンプラリーの開催に取り組む。

ひな人形
（観光資源）

近畿－４

スタイル・オブ・ジャ
パン株式会社

れいなん森林組合

3210001014215

9210005008942
開発生産型

福井県
小浜市

福井県産杉の間伐材
を使用し、素材から仕
上まで産地産とした塗
り箸の開発販売事業

４００年の歴史を持つ若狭塗箸について、間伐材を素材に使用し、環境・社会
に優しい取組を行うとともに、単なる「モノ」ではなく、新郎新婦と同じ年輪を刻ん
だ1本の間伐材から採った箸をブライダルギフトとする等「コト消費」として訴求す
ることにより、販路開拓を行う。

塗箸
（鉱工業品）

近畿－５ 株式会社丸二 8130001018905 開発生産型
京都府
京都市

“京からかみ”文様の
データ化と版木複製化
によるインテリア内装
材等の開発・製作・販
売

“京からかみ”の版木文様をスキャナーでデータ化し、それをベースにレー
ザー加工での版木の複製化により、多様な機能性・耐久性・施工性・デザインの
“京からかみ”を開発し、新たな住空間や商業施設などへの壁紙・襖紙などのイ
ンテリア内装材、アートパネル・照明シェードなどのインテリア装飾材、ギフト小
物、文具などの生活雑貨として普及拡大させる。

唐紙
（鉱工業品）

近畿－６
株式会社負野薫玉
堂

6130001016712 開発生産型
京都府
京都市

受け継がれた調香技
術を活用した京都の香
り製品の開発・生産・販
売

当社は創業４２０余年の香製品の製造業者で、西本願寺及び東本願寺を始め
とした浄土真宗系の約８，０００の寺院を中心に仏前線香やお焼香を生産・販売
している。本事業では、「お香を創る力（調達・調合）」と創業地京都を活かし、暮
らしの中で気軽に香りの楽しさを取り入れる「身の回りの香り商品」等を開発・生
産販路開拓に取り組む。

薫香
（鉱工業品）

近畿－７
株式会社登喜和工
業

2122001005253 開発生産型
大阪府
八尾市

プラスチック製品加工
の技術を活かした、粘
りがあって加工の難し
いポリカーボネートの
加工方法の開発と販
路開拓

これまで1ｍｍ厚が限界とされてきたポリカーボネートの加工について、打ち抜
き加工と冷間曲げ加工により、2ｍｍ厚以上の製品を開発する。ポリカーボネー
トは、ガラスやアクリルに比べて衝撃性や断熱性に優れており、これらの代替品
としての需要を掘り起こし、販路開拓を行う。

プラスチック製品
（鉱工業品）

近畿－８ 株式会社AMC 1120001106238 開発生産型
大阪府
大阪市

大阪の地場産業である
刃物に蓄積された技術
を発展させた長寿命刃
物の開発・製造・販売

超硬合金を圧接した刃物用の新素材を製造する「超硬コーティング技術」や、
靭性・疲労強度が改善し、割れ・欠け・剥離が少なくなり、耐食性も向上させる
「炭化物微細化技術」を活用して、より長寿命なカッターや丸刃等を開発し、販
路開拓を行う。

刃物
（鉱工業品）

近畿－９ 多可染工株式会社 1140001075638 開発生産型
兵庫県
多可町

機械化による特殊染め
加工の糸を活用した織
物及びその製品の開
発・生産・販売

天然素材の特殊染色糸を使った織物（柿渋染、タンニン染、ボタニカル染等）
及びその織物を活用した製品を開発・生産し、販路拡大を図る。市場での新規
性・ファッション性を打ち出し、アパレル業界への参入を図り、織物産地からアパ
レル産地への構想を持つ地域の取組に呼応し、産地活性化に貢献する。

播州織
（鉱工業品）



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

近畿－１０ 有限会社いけがわ 4140002039390 開発生産型
兵庫県
朝来市

「ASAGO 大學」と連携
した心身浄化の旅「
Asago Wellness
Tourism」の開発・提供

朝来市の元気づくり、地域創生の推進力になることを目的とする「ASAGO大
學」の創造力と産官学や異業種連携等のネットワークを活かして、地域で育ん
だ心身浄化や健康増進等、パワーチャージの旅と呼べる「Asago Wellness」をコ
ンセプトとした体験プログラムや観光コンテンツを開発し、朝来市への来訪者や
リピーターを増加させ、地域活性化を図る。

岩津ねぎ
（農林水産品）
竹田城跡、生野銀山
（観光資源）

近畿－１１

株式会社いづみ丸

有限会社うめ丸
若潮

6140001086242

7140002069690
開発生産型

兵庫県
南あわじ

市

うずしお温泉のとろみ
のある泉質と旬の海の
幸等を活用した自然体
験型宿泊プログラムの
開発・提供

美肌成分である炭酸水素イオン4,040mgを含有する「トロットロ！のうずしお温
泉」とマダイ、ハモ、ふぐ、ハマチ等の新鮮な旬の魚料理に加え、地引網等の漁
業体験等の南あわじ市の自然を満喫できる宿泊プログラムの開発・提供を行
う。

うずしお温泉
（観光資源）

近畿－１２
株式会社アットイマ
ジン

9140001025247 需要開拓型
兵庫県
神戸市

地域シューズメーカー
のオリジナル製品を用
いた国内外の需要開
拓・ブラッシュアップ事
業

ケミカルシューズ発祥の地である神戸市のシューズメーカーのオリジナル製品
のうち、特に消費者ニーズの高いデザイン性、高品質素材、機能性に優れた製
品を選定し、これらの製品を国内外に広くＰＲし、さらに消費者や顧客ニーズに
合った製品にブラッシュアップすることで、神戸ケミカルシューズの知名度を向
上させ、需要拡大を図る。

ケミカルシューズ
（鉱工業品）

近畿－１３
株式会社淡路観光
開発公社

6140001085351 需要開拓型
兵庫県
淡路市

淡路島の豊富な水産
資源を活かした加工品
のブランド化による全
国展開の実施

しらす、海苔、わかめなど淡路島の特産水産物を用い、産地ならではの食べ
方や加工方法にこだわった水産加工商品を淡路島プレミア商品としてブランド
化、ネット販売やギフトやカタログ通販等で全国展開することで需要拡大に取り
組む。

しらす、海苔、わかめ
（農林水産品）

近畿－１４
株式会社ダイワ
ホーサン

9150001009760 開発生産型
奈良県
宇陀市

高度な縫製技術を活
用した安全防災用品の
開発、製造、販売

ワンストップで薄手から厚手まで、様々な生地の縫製に対応できる希少な縫
製加工業者である当社の高度な縫製技術を活かして、ライフジャケット、転落防
止ネット、脱出用スロープといった安全防災用品を開発し、学校や鉄道会社等
へ販路開拓を行う。

衣料縫製品
（鉱工業品）

近畿－１５
ダイワ産業株式会
社

4150001010657 開発生産型
奈良県
高取町

良質な国産の桧材と独
自加工技術を活用した
デザイン性の高い生活
雑貨の開発・製造・販
売

当社が長年培ってきた「良質な国産桧材」の選定・調達能力と、新たに導入し
た「高精細な桧材加工技術」をかけあわせて、デザイン性の高い生活雑貨（イン
テリア用品、キッチン用品、ステーショナリー用品、バス用品等）の開発・製造・
販売を行う。

桧材
（鉱工業品）

近畿－１６ 斑鳩産業株式会社 7150001006891 開発生産型
奈良県
斑鳩町

世界遺産のまち斑鳩
町に滞在する「おとな
の修学旅行
Educational Travel」の
開発・提供

「世界遺産・法隆寺」のある町、斑鳩町を「歩く・学ぶ・癒す・食べる」等をテーマ
に体験しながら周遊し、歴史的風景のほか、伝統ある様々な文化や産業の技
や匠との交流、さらには当地にゆかりの深い聖徳太子の類まれなる能力や人
間性、人間味等を現代人への社会教育プログラムとしてアレンジする「おとなの
修学旅行」として提供し、観光振興による地域活性化を図る。

世界遺産「法隆寺地域の仏教建
造物（法隆寺・法起寺)」
（観光資源）

近畿－１７
紀州繊維工業協同
組合

4170005005008 需要開拓型
和歌山

県
橋本市

新たな取組みの着実な
実施による
「KOYAGUCHI PILE
FABRIC」のブランド力
向上・ブラッシュアップ・
需要開拓事業

当組合員各社が独自に行ってきた多種多様なパイル素材の特徴と魅力の訴
求を、当組合が中心となって行うことで統一感があり、わかりやすく簡潔に伝え
る広報等の活動を行い、地域ブランド「KOYAGUCHI PILE FABRIC」のブランド力
の強化を目指す。

パイル織物
（鉱工業品）

中国－１

有限会社森の国

有限会社とやま旅
館

9270002008576

3270002008549
開発生産型

鳥取県
西伯郡
大山町

国立公園大山の自然・
歴史・食の恵みを体験
する着地型観光大山
開山1300年エコツーリ
ズム」の開発と販路開
拓

「大山」は中国地域最高峰で、国内３番目に国立公園に指定され、希少な自然
環境のもと、国指定史跡「大山寺旧境内」をはじめ、固有の歴史文化を受け継
ぎ、大山山麓の恵まれた農畜産物や精進料理等の食の恵みを育んできた。こ
の特徴を活かした着地型観光「大山開山1300年聖地巡りツアー」等の商品開発
と販路開拓に取り組む。

大山
（観光資源）

中国－２
一畑電気鉄道株式
会社

9280001000070 需要開拓型
島根県
松江市

夕日をイメージした「茜
色」をコンセプトとした
物産の需要開拓事業

「宍道湖の夕日」や「日が沈む聖地出雲」など、夕日は島根県東部を象徴する
地域産業資源である。本事業は、当社グループで夕日をイメージした「衣食住」
にまつわる新たなオリジナルブランドを立ち上げ、資金力、販売力が小さい地域
の小規模メーカーと協働し、新たな地域ブランド商品のブラッシュアップ、販売を
手掛ける。

西条柿、出西しょうが、津田か
ぶ、おおち山くじら
（農林水産物）
和菓子、お茶、水産練り製品、醤
油、清酒、八雲塗、布志名焼
（鉱工業品）
宍道湖の夕日
（観光資源）

中国－３
株式会社さんべ開
発公社

1280001004228 開発生産型
島根県
大田市

三瓶山から見る「天空
の朝ごはん」ツアー等
の着地型観光商品の
開発・販売

６峰が環状に連なる国立公園三瓶山には、春から秋にかけて、登山やハイキ
ングなど多くのレジャー客が訪れるが、レジャーの多様化などの影響で観光客
が減少傾向にある。そこで、リフトを特別に早朝より運行し、三瓶山山頂で日の
出を見ながら、朝ごはんを提供する等の新たな着地型観光商品を開発し、販路
開拓に取り組む。

三瓶山、三瓶温泉、島根県立三
瓶自然館サヒメル、小豆原埋没
林公園
（観光資源）

中国－４ 有限会社くま 6260002022655 需要開拓型
岡山県
倉敷市

「原材料や製法にこだ
わった手土産等」を岡
山から全国に発信する
プロジェクト

  倉敷市で、歴史的建造物の再生や地域産品をブラッシュアップして全国のセ
レクトショップ等へ新たに販路拡大している企業が、岡山県内の地域産業資源
を活用して、原材料や製法にこだわった手土産等のブラッシュアップを行う。ＪＲ
西日本とも連携し、駅構内や全国の高級店、専門店等へ販路を拡大する。

桃、ぶどう、梨、岡山県産米、岡
山県産茶、ごぼう、黄にら、小
豆、レンコン、黒大豆、竹の子、し
いたけ、さつまいも（おかやま有
機無農薬農産物）、ばれいしょ
（おかやま有機無農薬農産物）、
イチジク、ピオーネ、りんご、すも
も、いちご、ブルーベリー、足守メ
ロン、オリーブ、柿、ゆず、レモ
ン、千屋牛、つやま和牛、おかや
ま黒豚、イイダコ、蒜山ジャー
ジー牛乳、ガザミ（わたりがに）、
竹、猪肉、マッシュルーム、岡山
カキ、下津井たこ、キャビア、鰆、
あなご、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵
（農林水産物）
岡山の清酒、備前焼、虫明焼、
勝山竹細工、郷原漆器、撫川う
ちわ、いぐさ製品、麦藁帽子、醤
油、みそ、岡山のり（鉱工業品）



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

中国－５

有限会社 津田交
通

宮浜観光株式会社

株式会社エヌエス
ティー

佐伯国際アーチェ
リーランド

7240002037142

8250001007994

2240001001426

－

開発生産型
広島県
廿日市

市

“西中国山地から瀬戸
内海まで”豊かな自然
を活用した特化型ツ
アー「＋（プラス）宮島」
の開発・販路開拓

廿日市市の地域産業資源「フィールドアクティビティ」とその他の観光資源を活
かして、沿岸部と山間部を結ぶ着地型観光ツアーを開発、事業展開する。宮島
を訪れる外国人観光客に新たな観光資源を提案し、国内向けには宮島と一緒
に楽しめるフィールドアクティビティを提案し、新たな顧客獲得を図る。

フィールドアクティビティー、津和
野街道、宮島（厳島）、宮浜温
泉、重なり岩、岩倉ファームパー
ク、大野瀬戸、スキー場、羅漢峡
（観光資源）

四国－１ 長尾織布合名会社 5480003000003 開発生産型
徳島県
徳島市

しじら織の製造技術を
活用した、絹を使った
生地と絹を使った生地
の甚平等の開発・製
造・販売

本事業では、地域産業資源である阿波しじら織の生産に係る技術を活用した絹
を使った生地と、絹を使った生地を活用した甚平・作務衣・シャツの開発・製造・
販売を行う。阿波しじら織の特徴である凹凸のシボを作りながら、今まで取り
扱っていなかった絹素材を取り入れ、より柔らかな肌触りの生地を製造する。

阿波しじら織の生産に係る技術
（鉱工業品）

四国－２
有限会社アイヴエ
モーション

4470002018196 開発生産型
香川県
さぬき市

CFRP（炭素繊維強化
プラスチック）製チュー
ブを活用した自転車の
開発・製造・販売

CFRPは、鉄に比べて比重が1/5である一方で、10倍の剛性（たわみにくさ）を持
つ等の特徴があり、CFRP製チューブは、CFRPのこれらの特徴をそのまま特徴
としている。本事業ではプラスチック製品であるCFRP製チューブの特徴を活か
したCFRP製の自転車の開発・製造・販売を行う。

プラスチック製品（鉱工業品）

四国－３ 株式会社木村海産 3470001011335 開発生産型
香川県
さぬき市

冷凍食品の製造技術
を活用した賞味期限の
長いシラス商品の開
発・製造・販売

香川県さぬき市の地域産業資源である冷凍食品の製造技術を活用した賞味期
限の長いシラス商品の開発・製造・販売を行う。具体的には、冷凍食品の賞味
期限を延ばす技術をシラス商品に応用した特許技術を活用し、賞味期限が長
く、解凍後も味や風味が良いシラス商品の開発・製造・販売を行う。

冷凍食品
（鉱工業品）

四国－４
株式会社土佐名産
会

7490001003500 開発生産型
高知県
高知市

有機栽培の文旦・小夏
を使った果皮・果肉入
り鍋用調味料、果皮・
果肉入りチョコレート菓
子の開発・製造・販売

文旦・小夏は、疲労回復・血清効果を有するクエン酸、美容効果のあるビタミン
Ｃ、脂質代謝を促す効果を持つβクリプトキサンチン等を豊富に含む。本事業で
は果肉だけではなく、有効成分を多く含む果皮も使用し、これらの文旦・小夏の
特徴を最大限に活かした鍋用調味料及びチョコレート菓子の開発・製造・販売を
行う。

文旦、小夏（日向夏）
（農林水産物）

九州－１ 木下木芸 ― 開発生産型
福岡県
大川市

従来の「組子」にはな
い色彩と組み方の和モ
ダン組子製品等の開
発と販路開拓

「大川木工製品」の特徴である多様な技術と当社独自の組子技術を活かして、
組子製品を開発。広葉樹等の新しい樹種を用い、色彩と組み方を提案する製
品を製造。組子の新しいデザイン・造形性を高め開発、生産、販路開拓に取り
組む。国内外に発信し、大川木工製品の認知度が高まり、地域の企業への波
及効果も期待される。

大川木工製品
（鉱工業品）

九州－２
株式会社ワンズ
コーポレーション

1290001054627 開発生産型
福岡県
柳川市

耐候性と豊かなデザイ
ン性を兼ねる屋外用家
具の開発と販路開拓

「大川木工製品」の特徴である多様な技術と当社独自の技術を活かして、高級
な木製屋外家具を開発。今までにない耐候性とデザイン性を両立した製品を製
造。商品の新しいデザイン・耐候性機能を高め開発、生産、販路開拓に取り組
む。国内外に発信し、大川木工製品の認知度が高まり、地域の他の企業への
波及効果も期待される。

大川木工製品
（鉱工業品）

九州－３
株式会社シーク
ルーズ

2330001015433 開発生産型

熊本県
上天草

市

雲仙天草国立公園等
を活用した船旅を中心
とするインバウンド（ＦＩ
Ｔ）向け観光商品の開
発と販路開拓

インバウンドＦＩＴ（海外個人旅行）への顧客満足度の高い船旅の提供に向け、
既存のクルーズ商品のガイド力や接客レベルを向上する。また、英語・中国語
ガイドやインストラクター付のマリンアクティビティ、周遊観光商品、ウエディング
ツーリズム商品及びホステル等を活用した滞在型観光商品を開発。

雲仙天草国立公園、イルカの生
息地、天草の夕日
（観光資源）

九州－４ 有限会社オッティモ 2350002004895 開発生産型
宮崎県
宮崎市

宮崎県産レモンを活用
したスィーツ、加工品の
開発・販路開拓

地域産業資源、宮崎県産レモンの生の味と風味を活かし市販流通商品「宮崎
れもんケーキ」を開発し、県外市場への展開を目指し全国に向けて販路と売上
高の拡大と、宮崎県産レモンの需要と収穫量の拡大を目指すものである。

レモン
（農林水産物）

九州－５
大和検査鉱業株式
会社

2350001008781 開発生産型
宮崎県
都城市

宮崎県の地域資源
「竹」を活用した飼料・
肥料「笹サイレージ」の
開発及び販路開拓

竹を、里山を中心に伐採、チップ化し、乳酸菌発酵させて、飼料・肥料に使用で
きる商品「笹サイレージ」の開発・販売に取り組む。利用価値の高い飼料・肥料
を開発し、生産・販売することで、農業者の経営に寄与するとともに、竹林整備
の推進や雇用の確保により、地域経済の活性化を推進する新たなモデルの構
築を目指す。

竹
（農林水産物）

九州－６
有限会社鹿児島ま
すや

2340002015670 開発生産型
鹿児島
県姶良

市

鹿児島の黒豚･鶏・魚
類を活用した、常温流
通可能な無添加ウイン
ナーの開発および販路
開拓

黒豚、鶏を使用し、これまで冷凍流通のみであったウインナーソーセージを、常
温流通可能な無添加商品として開発し、常温及びチルドでの提供に取り組む。
同じく、地域産業資源であるブリ、マグロといった魚類のウインナーも同様に開
発･販売に取り組み、地域資源の新たな利活用分野を創出し、高付加価値化を
目指す。

黒豚、鶏、マグロ、ブリ
（農林水産物）

沖縄－１
株式会社ファッショ
ンキャンディ

7360001009774 開発生産型
沖縄県
宜野湾

市

地域産業資源を活用し
たチョコレート菓子「泡
盛ＢＯＮＢＯＮショコラ」
の製造販売

沖縄独自の地域産業資源である「琉球泡盛」を使用したチョコレートボンボンを
製造・販売する。
菓子製造業から泡盛の新しい味わい方を提案するものであり、新たな市場を開
拓し、県内外の泡盛ファンに別の味わい方を提案することで、泡盛消費に広が
りを持たせる取り組みとなることを目指す。

琉球泡盛
（鉱工業品）

沖縄－２ ＲＧＣ株式会社 6360005001423 開発生産型
沖縄県
糸満市

琉球ガラスを活用した
仏具等商品開発並び
にエンディング市場の
需要開拓

「海のイメージ」や「厚みがありぬくもりを感じる優しいイメージ」、「手作り感」など
の琉球ガラスの特長を活かして、手元供養向け仏具や墓標などの商品を展開
する。琉球ガラス職人の高度な技術による高付加価値の仏具により、エンディン
グという大切なライフステージにおいて、琉球ガラスならではの価値を提供す
る。

琉球ガラス
（鉱工業品）

沖縄－３
農業生産法人有限
会社西表生産農園

8360002020993 開発生産型
沖縄県
竹富町

西表島産農産物を活
用した商品の高付加価
値化及び販路拡大

自社農園の青果（特にパインアップルやマンゴー等）や沖縄島野菜を活用し、真
空状態で調理（フライ）することで、素材の味覚、風味を最も活かせる新たな加
工品（真空フライチップス）を開発・拡大販売する。自社で生産から最終加工ま
での一貫管理・完全無添加により「安心・安全」の商品として提供する。

パインアップル、マンゴー、パパ
イヤ、パッションフルーツ、ドラゴ
ンフルーツ、バナナ、沖縄島野菜
（農林水産物）

沖縄－４
沖縄北谷自然海塩
株式会社

1360001009383 開発生産型
沖縄県
北谷町

沖縄の塩・農産物を活
用したスプレーソルトの
開発及びブランド化事
業

「沖縄の塩」のスプレー状の商品を開発し、さらに沖縄の島野菜や薬用作物、
シークアヮーサー等を活用してフレーバーの多様化を図り、利用シーンの提案
を行ない、新たな需要開拓・市場開拓を行なっていく。
スプレー化により、塩分を均一に吹き付け可能となり、塩分調整も容易となるな
ど、新たな利用方法の提案を図る。

沖縄の塩
（鉱工業品）
沖縄島野菜、シークヮーサー、薬
用作物、ハーブ
（農林水産物）



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

沖縄－５ 株式会社あうん堂 6360001015212 開発生産型
沖縄県
那覇市

地域の未利用資源や
生産者をクローズアッ
プした沖縄ジェラートの
開発・販売事業

ジェラートのベースとして沖縄県産牛乳のみならず、未利用資源であるホエー
（乳清）の活用や、地域や生産者を限定した果実・野菜・伝統菓子と組み合わせ
たジェラートを、インバウンド観光客の増加が著しい観光施設など地域密着で販
売、また県外でのカタログ販売、香港など海外販路の開拓を行っていく。

乳牛、パインアップル、茶
（農林水産物）

（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

近畿－１ 4170005006625
和歌山

県
橋本市

聖地高野とともに繁栄
してきた高野山麓エリ
アの独自性に富んだ産
業や文化・伝統などの
地域資源を活用した着
地型観光の確立と土
産・特産品のブランド化
事業

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道・高野地域」等の観光資源を複合的に組
み合わせることにより、体験型の観光商品「高野山麓ツーリズム」を開発し、当
地が高野山とともに育んできた特色ある文化や知恵、暮らし、産業などを体験
することで、地域の観光関連事業者のみならず、農業従事者や地場産業にも経
済効果が及ぶことを目標とする。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参
詣道・高野地域」 （観光資源）

中国－１ 2280005000189
島根県
松江市

城下町松江の茶の湯
文化薫る観光ツーリズ
ム

松江市は豊かな自然と歴史的風情に恵まれ、大名茶人であった松平不昧公
ゆかりの「茶の湯文化」は「お茶」や「和菓子」、建造物や伝統工芸品、茶懐石な
どの食文化にいたる裾野の広い総合文化として根付いている。平成３０年は松
平不昧公没後２００年であり「松平不昧公２００年祭」記念事業として地域経済の
活性化を図る。

雲州人参、宍道湖七珍
（農林水産物）
お茶、和菓子、出雲そば、来待
石、八雲塗、めのう、出雲石灯ろ
う、布志名焼、楽山焼、袖師焼、
火の川焼、出雲民藝紙
（鉱工業品）
松江城、松江城堀川、宍道湖
（観光資源）

支援機関名

一般社団法人高野山麓ツーリズム
ビューロー

一般社団法人松江観光協会


