平成３０年度当初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
地域産業資源活用事業【採択件数：１４３件】
法人番号

所在地

北海道－１ 有限会社マルトシ吉野商店

地域

補助事業者名

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－２ 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－３ 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

株式会社沿海調査エンジニアリ
北海道－４
ング

9430001007884

北海道泊村

北海道－５ 有限会社泰都

9460002001594

北海道鶴居村

釧路湿原等を活用したサイクリストに優しい宿とツーリズム事業

北海道－６ 余市のぼりんファーム

事業テーマ

“積丹半島Gan-Wuエコツーリズム”～海洋と半島を巡る新たな観光ルートの開
拓事業～

－

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

東北－１

有限会社二階堂

3420002002230

青森県青森市

あおもり発の高級プレミアムスイーツの開発販売とブランド構築事業

東北－２

株式会社天の川

2420001004641

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

東北－３

ブナコ株式会社

8420001009445

青森県弘前市

音と光による空間創造商品の開発、製造及び海外向けの販路開拓事業

東北－４

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－５

株式会社ふかうら開発

5420001008524

青森県深浦町

東北－６

株式会社エビサワ農園

5420001013482

青森県東北町

東北－７

世嬉の一酒造株式会社

4400501000181

岩手県一関市

東北－８

今野印刷株式会社

7370001003009

宮城県仙台市

東北－９

水月堂物産株式会社

3370301000683

宮城県石巻市

東北－１０ 株式会社かね久

6370601003318

宮城県多賀城市

東北－１１ 株式会社マルキン

9370301002427

宮城県女川町

東北－１２ 株式会社あきた六次会

9410001006888

秋田県大館市

東北－１３ 株式会社安部吉

1390001009736

山形県米沢市

東北－１４ 青文テキスタイル株式会社

5390001010327

山形県米沢市

東北－１５ 株式会社タスクフーズ

3390001010519

山形県米沢市

米沢牛・山形牛を主原材料にした新商品開発とブランディングによる販路拡大

東北－１６ 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－１７ 有限会社グローバルアイ

7390002009044

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

東北－１８ 有限会社山形工房

7390002015018

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

東北－１９ 株式会社明友

6390001009244

山形県尾花沢市

東北－２０ 米富繊維株式会社

5390001002456

山形県山辺町

東北－２１ 株式会社森山

8380001001729

福島県福島市

東北－２２ 株式会社阿部ニット

白神十二湖の森と深浦町地域資源を活用した“碧（あお）の神秘と紅（あか）い
ロマンを体験するエコツーリズムプログラム”及び関連土産品等の開発事業
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
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
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
三陸の新鮮なほやを手軽に味わえる「ハーフシェルほや（ほやの殻皮を器にし
た冷凍ほや刺し）」などの開発と全国および海外への販路開拓
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
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
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
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
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

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
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
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
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～

6380001003330

福島県伊達市

関東－１

株式会社オールフィールズ

4050001038907

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

関東－２

有限会社グリュイエール

4050002010113

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

関東－３

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－４

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－５

星野工業株式会社

4060001010617

栃木県鹿沼市

関東－６

株式会社渡清

1060001004720

栃木県宇都宮市

関東－７

有限会社育風堂精肉店

2070002035523

群馬県みなかみ町

関東－８

伊田繊維株式会社

3070001015608

群馬県桐生市

関東－９

株式会社景勝軒

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
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
群馬県産牛肉と豚肉を活用した加工品、牛肉の生ハムなどの開発・販売事業
「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」
群馬らしい風味のつけ汁と群馬県産小麦100％のうどんによる新たな上州名物
の開発・販売
「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」

5070001015473

群馬県伊勢崎市

関東－１０ 株式会社宝泉製作所

8070001020124

群馬県太田市

関東－１１ 農事組合法人なごみの里君津

9040005008514

千葉県君津市

小糸在来（大豆）を活用した新たな大豆加工品の開発・販売と地域活性化

関東－１２ 株式会社山二建具

6040001037156

千葉県松戸市

千葉県地域資源のサンブスギの被害木や間伐材等を活用した新たな木製
パーテーションポールの開発

関東－１３ 廣田硝子株式会社

8010601014308

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

関東－１４ FUNFAM株式会社

3030001084103

東京都港区

関東－１５ 株式会社守半總本舗

8010801011947

東京都大田区

関東－１６ 株式会社一の湯

7021001034318

神奈川県箱根町

関東－１７ 株式会社匠の夢

8110001026067

新潟県見附市

関東－１８ 株式会社海老屋

6090001000299

山梨県甲府市

関東－１９ 株式会社Cantina Hiro

8090001014470

山梨県山梨市

関東－２０ 三和製紙株式会社

8090001011988

山梨県市川三郷町

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
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
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
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
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
山梨市牧丘地区の巨峰と山梨で栽培したイタリア品種のぶどうを活かしたワイ
ンの開発・販売
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

平成３０年度当初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
地域産業資源活用事業【採択件数：１４３件】
法人番号

所在地

関東－２１ 株式会社中島鶏卵市場

地域

補助事業者名

1090001005138

山梨県甲府市

甲州小梅の漬物、スイートコーンを活用した新たな惣菜の開発と販売

事業テーマ

関東－２２ 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－２３ 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－２４ 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－２５ 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－２６ 有限会社静岡フスマ商会

1080402020158

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

関東－２７ 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、茶の実１００％の調理用オイルの開発と販売

関東－２８ 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－２９ 酪農王国株式会社

3080101006373

静岡県函南町

ハーブを加えたホイップドバターの開発と販売

中部－１

株式会社富山ねるものコーポ
レーション

5230001015283

富山県高岡市

富山の伝統的な「かまぼこ」を活用した新かまぼこ「はべん」の開発・製造・販
売

中部－２

株式会社山口久乗

6230001011100

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

中部－３

株式会社小菊製作所

3230001012415

富山県射水市

アルミ加工技術を活かした、新IH対応土鍋の開発・製造・販売

中部－４

三徳屋株式会社

7220001015101

石川県金沢市

アレルゲン不使用の災害食の試作開発および販路開拓事業

中部－５

上田運輸株式会社

6220001011753

石川県小松市

中部－６

株式会社竹中

1220001013580

石川県加賀市

中部－７

田中実業株式会社

5220001013288

石川県加賀市

中部－８

鹿野酒造株式会社

1220001013804

石川県加賀市

中部－９

有限会社素地のナカジマ

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

9220002012517

石川県加賀市

中部－１０ 株式会社ミュウ

2200001020041

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

中部－１１ 三星刃物株式会社

6200001019641

岐阜県関市

簡単に切れ味がよみがえる扱いやすい刃物等の開発・製造・販売事業

中部－１２ 石川紙業株式会社

9200001018946

岐阜県美濃市

美濃和紙の加工技術を用いた立体小物の製造・販売事業

中部－１３ 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－１４ 有限会社宗山窯

8200002021314

岐阜県土岐市

美濃焼の製造技術を活用した、陶磁器素材に漆を塗った「漆陶」の開発・製造・
販売事業

中部－１５ 株式会社日東製陶所

7200001020904

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

中部－１６ 株式会社加納

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－１７ 藤垣窯業株式会社

7200001020961

岐阜県多治見市

美濃焼モザイクタイルシート（Ｄ．Ｉ．Ｙ．タイル）等の製造・販売事業

中部－１８ 愛知ドビー株式会社

4180001018730

愛知県名古屋市

中部－１９ 中伝毛織株式会社

8180001084331

愛知県一宮市

中部－２０ 進弘産業株式会社

5180001084672

愛知県一宮市

中部－２１ 株式会社安震

8180301003593

愛知県岡崎市

中部－２２ 株式会社宏昌食糧研究所

4180301022440

愛知県西尾市

西尾の抹茶を活用したスイーツの素等の開発・製造・販売事業

中部－２３ 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

中部－２４ 有限会社山藤

8190002010847

三重県南伊勢町

近畿－１

イーゲート株式会社

6210001000550

福井県福井市

近畿－２

スタイル・オブ・ジャパン株式会
社

3210001014215

福井県小浜市

近畿－３

有限会社オモチャのやまだ

2210002009388

福井県大野市

近畿－４

株式会社シューユウ

7210001012966

福井県鯖江市

近畿－５

株式会社オーカワパン

3210001007508

福井県坂井市

近畿－６

井嶋織物工業

－

大阪府岸和田市

近畿－７

株式会社ＬＯＯＰ

9140001028316

兵庫県神戸市

近畿－８

播州織工業協同組合

7140005017226

兵庫県西脇市

近畿－９

オザワ繊維株式会社

山中漆器の塗りと蒔絵の生産技術を活かしたサニタリー雑貨の製造販売事業

国産鋳物製ホーロー鍋を活用した炊飯器「バーミキュラ ライスポット」の製造
販売、および海外等への進出販売事業
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
「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」
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

常温保存ですぐに食べられる鮮魚等の串干物製造・販売事業
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
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箸の開発販
売事業
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
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
福井県産小麦（県大３号 通称：ふくこむぎ）の特長を生かした菓子・パン製品
の商品開発及び販売
特許登録済の織組織を活用した｢千亀利織｣｢ちきり織｣寝装品やタオル・衣料
用生地の開発・製造・販売
ファッション性と履き心地の良さを両立させた婦人靴“エレガンス・カジュアル
シューズ”の試作開発・製造・販売
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―
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～
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
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－
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

1140001075373

兵庫県西脇市

近畿－１０ 株式会社丸萬

9140001075366

兵庫県西脇市

近畿－１１ 阿江ハンカチーフ株式会社

5140001074859

兵庫県加東市

近畿－１２ 多可染工株式会社

1140001075638

兵庫県多可町

近畿－１３ 株式会社ダイワホーサン

9150001009760

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

近畿－１４ 昌和莫大小株式会社

1150001012870

奈良県広陵町

裸足感覚で使用できる屋外用靴下の開発・製造・販売 ～スーパー繊維の編
み立て技術で実現～

近畿－１５ 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

平成３０年度当初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
地域産業資源活用事業【採択件数：１４３件】
法人番号

所在地

事業テーマ

中国－１

地域

株式会社明石スクールユニ
フォームカンパニー

補助事業者名

3260001027781

岡山県倉敷市

有名アイドルグループの衣装デザイナーによる学校別オーダーメイド学生服の
開発・販売

中国－２

丸進工業株式会社

1260001014815

岡山県倉敷市

希少な旧式シャトル織機による「上綿帆布」の復刻及び販路開拓

中国－３

鶴田石材株式会社

3260001017816

岡山県笠岡市

北木島採石場見学ツアー及び北木石を利用した土産品の開発・販売

中国－４

株式会社石田製帽

7260001017639

岡山県笠岡市

麦藁帽子の製造技術を活用した和紙を原料とする洗える高級ブレードハットの
開発・販売

中国－５

八橋装院株式会社

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－６

株式会社イワタ木工

7240001045757

広島県廿日市市

中国－７

株式会社松創

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－８

株式会社山賀

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－９

株式会社日本フーズ

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

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および販路
開拓
鳴門わかめのメカブが持つ有効成分を活用した健康飲料の開発・製造・販売

中国－１０ フジミツ株式会社

木製製品の技術を活用した「高付加価値けん玉等の遊べるオブジェ」の開発

四国－１

株式会社阿波市場

1480001004843

徳島県鳴門市

四国－２

有限会社アイヴエモーション

4470002018196

香川県さぬき市

四国－３

株式会社木村海産

3470001011335

香川県さぬき市

四国－４

農業生産法人株式会社ミヤモト
オレンジガーデン

1500001018452

愛媛県八幡浜市

九州－１

株式会社コプラス

4011001057958

東京都渋谷区

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

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－５

有限会社坂田織物

3290002047181

福岡県広川町

九州－６

有限会社石橋屋

8290002054917

福岡県大牟田市

九州－７

株式会社やまひら

9290001054933

福岡県柳川市

有明海産魚介類を活用した珍味・加工食品の開発と販路開拓

九州－８

株式会社ワンズコーポレーショ
ン

1290001054627

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

九州－９

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等の販路開拓

1290002052992

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

－

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

九州－１２ 株式会社種商

1290001049148

佐賀県鳥栖市

佐賀県産米麦大豆を活用したスーパーフードの開発と販路開拓

九州－１３ アリタポーセリンラボ株式会社

5300001005954

佐賀県有田町

有田焼の特性を活かした高級インテリア、食器の開発と販路開拓

九州－１４ 株式会社印束

6310001015332

長崎県長崎市

特許製法による生臭さのない「からすみ」及びその関連商品の開発と販路開拓

九州－１５ 株式会社菓秀苑森長

4310001009229

長崎県諫早市

「カステラ」を活用した海外向けスイーツの開発と販路開拓

九州－１６ 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竹製ボード等の健康建材の開発及び需要開拓

九州－１７ 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－１８ 株式会社成美

3320001015268

大分県豊後大野市

九州－１９ 有限会社オッティモ

2350002004895

宮崎県宮崎市

宮崎県産レモンを活用したスイーツ、加工品の開発・販路開拓

九州－２０ 大和フロンティア株式会社

2350001008781

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

九州－２１ 福山黒酢株式会社

5340001007468

鹿児島県霧島市

九州－２２ 株式会社オキス

7340001014388

鹿児島県鹿屋市

九州－２３ 有限会社鹿児島ますや

2340002015670

鹿児島県姶良市

九州－２４ 株式会社ティダ・ワールド

6340001011460

鹿児島県喜界町

九州－２５ 株式会社ＳＯＭＥＳ

6340001009819

鹿児島県西之表市

九州－１０ 有限会社イマヤマ
九州－１１ 木下木芸

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
冷凍食品の製造技術を活用した賞味期限の長いちりめんじゃこ等の開発・製
造・販売
自社栽培の「愛媛のかんきつ（みかん類）」を活用した新たな調味料・加工食品
の開発・製造・販売
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

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新商品の開発及び
販路開拓
糖質制限・グルテンフリー市場向け食材「粒状・パスタ状こんにゃく」の開発及
び販路開拓

鶏汁の製法と地域素材を掛け合わせた無添加レトルト食品の開発・販路開拓

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
さつまいもペーストに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
食品の開発と販路開拓
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
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
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
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

沖縄－１

株式会社あうん堂

6360001015212

沖縄県那覇市

沖縄－２

ベナスタス株式会社

7360001008082

沖縄県沖縄市

沖縄－３

株式会社しまとうふ

4360001014158

沖縄県宮古島市

沖縄－４

有限会社宮城菓子店

6360002021812

沖縄県石垣市

地域資源を活用した、「新・琉球菓子」の開発販売事業

沖縄－５

RGC株式会社

6360005001423

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

沖縄－６

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－７

農業生産法人有限会社西表生
産農園

8360002020993

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

沖縄－８

天然香房合同会社

1360003003310

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

沖縄発リゾートライフスタイルブランドの確立事業
ジーマーミ豆腐の新たな食提案と販売拡大

平成３０年度当初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
小売業者等連携支援事業【採択件数：１２件】
地域

補助事業者名

法人番号

所在地

東北－１

株式会社三陸コーポレーション

5370001040268

宮城県仙台市

事業テーマ

東北－２

石巻うまいもの株式会社

6370001039136

宮城県石巻市

東北－３

株式会社フカコラ美人

6370501001009

宮城県気仙沼市

近畿－１

株式会社アットイマジン

9140001025247

兵庫県神戸市

近畿－２

紀州繊維工業協同組合

4170005005008

和歌山県橋本市

近畿－３

一般社団法人高野山麓ツーリ
ズムビューロー

4170005006625

和歌山県橋本市

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

中国－２

有限会社くま

6260002022655

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

中国－３

一般社団法人萩市観光協会

3250005004786

山口県萩市

九州－１

株式会社丸若屋

5010501033278

東京都渋谷区

沖縄－１

株式会社ビンゴ

2011801028689

東京都足立区

沖縄－２

一般社団法人沖縄リゾートウェ
ディング協会

9360005004761

沖縄県那覇市

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“Ｓ
ＡＮＲＩＫＵ”ブランド確立事業
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
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
～
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
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
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

萩の食・美味しい維新プロジェクト
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
沖縄の地域資源であるビーチ等を活用した各種ウェディング商品の需要開拓
事業
オンラインビデオ通信の活用による沖縄リゾートウェディングフェア開催とブラ
ンド周知

