
農商工等連携対策支援事業（事業化・市場化支援事業）　【採択件数：１０６件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 昭和製菓株式会社 北海道函館市 道南産野菜を用いたゼリー・プリンの開発・製造及び販売

北海道－２ 株式会社シー・ビー・エス 北海道札幌市 北海道有機JAS認定農作物など天然由来素材を活用した化粧品開発と販路開拓

北海道－３ 池田食品株式会社 北海道札幌市 北海道産の果実や野菜を使った大豆スイーツの開発・製造及び販売

北海道－４
株式会社フライヤーズカンパ
ニー

北海道札幌市 赤井川村産の米を活用した新しい冷麺の開発・製造及び販売

北海道－５ 株式会社江戸屋 北海道帯広市 十勝の主要農産物である甜菜、豆類等を活用した加工品の開発と販売

東北－１ 有限会社田向商店 青森県青森市
資源管理によるアブラツノザメを利用したサメ肉加工品、肝油ソープ、クリームなどを
開発、販売するサメ総合利用事業の実施

東北－２ 株式会社スパン・ライフ 青森県八戸市
カーボンオフセット農法による「氷温ニンニク」を活用した黒ニンニクサプリメント、調
味料等の開発、販売事業

東北－３ カネショウ株式会社 青森県弘前市 新ブランド「津軽の桃」を活用した食酢、高級調味料の開発、販売事業

東北－４ 株式会社千秋堂 岩手県盛岡市
岩手県産の食材（農林水産物等）を原材料に使用し、健康志向に対応した安全・安
心・高品質で“和風のご当地スイーツ”となる「ゆべし」の開発、製造及び販売

東北－５ 株式会社門崎 岩手県一関市
岩手県産の銘柄豚（白金豚）と銘柄牛（いわて南牛等）と自社開発の塩麹の組合せ
による「オールいわてプレミアム焼成ハンバーグ（仮称）」等の開発と販路開拓

東北－６ 日南工業株式会社 秋田県にかほ市
地域のシンボル的地魚である鱈の低利用魚を原料に用いた魚醤（「鱈しょっつる」）
等の開発･生産・販売及びご当地調味料としてのブランド化

東北－７ 有限会社しぶや 山形県東根市 山形県庄内産地魚を活用した”やまがた天然地魚漬け”の開発とブランド化事業

東北－８ 有限会社半澤鶏卵 山形県天童市
安全性に配慮した飼料で育てた「純国産鶏を使った新たなスナック感覚の鶏肉加工
食品の開発と販路開拓

東北－９ 三和油脂株式会社 山形県天童市 新油糧米「金のいぶき」を原料にしたプレミアム米油及び関連商品の開発と販売

東北－１０ 新栄水産有限会社 山形県酒田市 「あみえび醤油」（魚醤）と関連商品の開発とブランド化事業

東北－１１ 有限会社グローバルアイ 山形県鶴岡市 山形県庄内地方の「最上紅花若菜」を使った粉末健康飲料の開発・製造の事業化

東北－１２ 合資会社大和川酒造店 福島県喜多方市
高品質で飲みごたえのある本格派の発泡性日本酒『純米大吟醸活性うすにごり』の
開発と販路開拓

関東－１ 株式会社吉田屋 茨城県大洗町 新品種「露茜」等の茨城県産梅を活用した加工品製造・販売によるブランド化事業

関東－２ 有限会社こうじや 茨城県大洗町 大洗町産のホッキ貝を活用した商品開発・販売による地域ブランド化事業

関東－３ 株式会社つかもと 茨城県龍ヶ崎市
糖置換技術の応用による福島県産「ぎんなん」「ミニトマト」等の農産物商品化による
地域活性化事業

関東－４ 有限会社釜屋 栃木県栃木市 ヤシオマスを活用した加工食品などの開発・販売およびヤシオマスのブランド化

関東－５ 株式会社アドテックス 群馬県高崎市
高級シイタケや各種キノコが増産できる周年栽培方法の確立とシステム販売、およ
びそのシステムで栽培したきのこ類の販売、ブランド化

関東－６ 株式会社ひびき 埼玉県川越市 鶴ヶ島産サフランを使用した清涼飲料水と中間素材等の商品開発、製造及び販売

関東－７ 田中製麺株式会社 埼玉県久喜市 菖蒲産の農産物とイタリア野菜を使った生ラビオリの開発･販売

関東－８ 前田食品株式会社 埼玉県幸手市
埼玉県産・減農薬・減化学肥料にこだわり、特定生産者の顔が見える新たな小麦粉
製品群の開発・販売

関東－９ 有限会社島田食品 埼玉県富士見市
埼玉県産在来大豆「白光」を使用した「大豆素材」の開発とそれを使った「無添加で
日持ちがする」スイーツ等の開発・販売

関東－１０ 厚川産業株式会社 埼玉県吉川市 桐材の機能強化による新しいインテリア生活雑貨商品及び建材の開発・販売

関東－１１ 株式会社みやま食品工業 千葉県我孫子市 早採りした水耕栽培の青いトマトを使った加工品の開発、製造および販売

関東－１２ 株式会社西川 千葉県勝浦市
早期水揚げが可能な養殖銀鮭の生産と流通形態の構築及び加工品開発による千
葉県産銀鮭ブランド化事業

関東－１３ 有限会社椎名人工孵化場 千葉県横芝光町 孵化用親合鴨及び合鴨農法活用合鴨を活用した加工食品の製造・販売

関東－１４ 東京真珠株式会社 東京都中央区 対馬のアコヤ真珠を使用した新規格ネックレスの開発販売と真珠養殖振興

関東－１５ ヘンリーブロス株式会社 東京都港区 沼津漁港水揚げ「活〆生ゴマサバ」のブランド構築と普及事業
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地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

関東－１６ 株式会社ルーシーダットン 東京都港区 伊豆で育つ日本古来からの香料植物を利用した商品群の開発･販売と地域振興

関東－１７ 株式会社ＦＴフーズ 東京都目黒区 かたくちイワシのオイルサーディン等加工食品の開発・販売及びブランド化

関東－１８ 株式会社海月研究所 神奈川県川崎市 ビゼンクラゲを活用した高品位のコラーゲン等中間素材の開発・販売事業

関東－１９ 株式会社菜香食品 神奈川県横浜市 三浦野菜を活用した新中華点心の開発・販売事業

関東－２０ 株式会社小国製麺 新潟県胎内市
新潟県胎内市産トマトを使用したトマトソース及びそのトマトソースを活用した調理麺
の開発･販売

関東－２１ 合同会社雪国食文化研究所 新潟県十日町市 雪国で食べる新しい雪室野菜料理の開発

関東－２２ 五味醤油株式会社 山梨県甲府市 甲州手前味噌づくりによる食育事業と、塩分濃度別味噌の開発と販売

関東－２３ 株式会社一粒万倍 静岡県函南町
人参品種「アロマレッド」の100％ジュースとその搾りかすを利用したビスケット等の開
発･販売

関東－２４ 株式会社たこ満 静岡県菊川市 温室マスクメロンを使った新たなメロン菓子の開発と販売

関東－２５ アオノフレッシュミート株式会社 静岡県静岡市
快適性を追求した交雑牛の飼養方法の確立と、相対取引を実現させる付加価値の
高い加工食品等の開発･販売

関東－２６ 株式会社アクト・フォ 静岡県静岡市 生茶葉の蒸熱排出蒸気を利用した天然由来の緑茶芳香蒸留水の開発と販売

関東－２７ 株式会社片山 静岡県静岡市 色落ち海苔を活用した海苔スナック菓子の開発･販売

中部－１ 株式会社Japan Food Expert 愛知県名古屋市 抗酸化力に優れたタモギタケを活用した加工食品の製造・販売事業

中部－２ 株式会社四季 愛知県名古屋市 愛知県三河産米を有効活用した無添加米粉ピザの製造・販売事業

中部－３ 株式会社プロセスセンター 愛知県名古屋市
北海道産特別栽培小麦のふすまを有効活用した糖分ゼロ・低糖質・低カロリーパン
の製造・販売事業

中部－４ 株式会社ミールズ 愛知県名古屋市 再生した農地でつくる野菜を原料にした介護用ペースト食品の製造・販売事業

中部－５ 山眞産業株式会社 愛知県名古屋市
農薬を使用しない食用栽培されたバラを活用したペースト・シロップ等の製造・販売
事業

中部－６ 豊橋糧食工業株式会社 愛知県豊橋市 新品種大麦「関東裸糯94号」を活用したシリアル等大麦加工食品の製造・販売事業

中部－７ 中日本株式会社 愛知県豊橋市 田原産地養卵を活用したピクルス等の加工食品の製造・販売事業

中部－８ 太田油脂株式会社 愛知県岡崎市 宮城県産えごまを活用した加工食品の製造・販売事業

中部－９ 株式会社まるや八丁味噌 愛知県岡崎市 三河産大豆フクユタカを活用した使いやすい八丁味噌商品の製造・販売事業

中部－１０ 三井食品工業株式会社 愛知県一宮市
御薗大根を原料に伝統製法に新しい醗酵技術を取り入れた「伊勢たくあん」の製造・
販売事業

中部－１１ 株式会社ブランディング 愛知県半田市 新品種赤いハート型の実がなる木「ハートツリー」の生産・販売事業

中部－１２ スギ製菓株式会社 愛知県碧南市 北海道産馬鈴薯を活用した新食感せんべいの製造・販売事業

中部－１３ ココノエフーズ株式会社 愛知県碧南市 有機ＪＡＳ認定の薔薇を使ったドレッシング等の製造・販売事業

中部－１４ 日本製薬工業株式会社 愛知県小牧市 北海道在来種のピンクにんにくを活用した健康食品の製造・販売事業

中部－１５ 株式会社おとうふ工房いしかわ 愛知県高浜市
イソフラボン含有量が多い新品種大豆「ゆきぴりか」を活用した大豆飲料等加工食品
の製造・販売事業

中部－１６ 株式会社鵜舞屋 岐阜県岐阜市
低アミロース米の活用により長期保存を可能にした冷凍朴葉（ほうば）寿司の製造・
販売事業

中部－１７ 有限会社舩坂酒造店 岐阜県高山市
岐阜県上之保産のゆずと老舗酒蔵の日本酒でつくるゆずリキュールの製造・販売事
業

中部－１８ うれし野ラボ株式会社 三重県松阪市 三重県産大粒性無臭にんにくで作った黒にんにく加工品等の製造・販売事業

中部－１９ 水谷養蜂園株式会社 三重県松阪市 青果入り国産はちみつ加工品シリーズの製造・販売事業

中部－２０ 塩谷建設株式会社 富山県高岡市 コケ類などの緑化植物を利用した建築物等の緑化事業

中部－２１ 沼田製粉株式会社 富山県小矢部市 湘南特産シラスを練りこんだ乾麺の製造・販売事業

中部－２２ 株式会社白川産業 富山県小矢部市 小矢部のハーブ飼育親鶏を活用した各種鶏肉加工食品の開発・販売事業

中部－２３ 株式会社芝寿し 石川県金沢市 「蒸し寿司」や「棒寿司」などの冷凍米飯類の開発・製造・販売事業
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中部－２４ 石川中央魚市株式会社 石川県金沢市 新流通システムの構築による地元産の新鮮な水産物の加工・販売事業

中部－２５
資源エコロジーリサイクル事業
協同組合

石川県加賀市
加賀地域の食品リサイクルから生まれた堆肥を用いて生産する農産物の生産・販売
事業

中部－２６ 株式会社Ante 石川県加賀市 地域特産唐辛子「剣崎なんば」を活用した各種商品の製造・販売事業

中部－２７ 株式会社北陸リビング社 石川県能美市
加賀地域の木材を活用した各種新サービスの提供によるログハウスの普及・販売事
業

近畿－１ 新珠製菓株式会社 福井県越前市 黄金の梅「新平太夫」を使用した梅製品の開発・製造・販売事業

近畿－２ 株式会社木工房蔵 福井県越前市
福井県産の間伐材等を活用したブライダルギフトの手作りサービスおよび木工商品
の開発販売事業

近畿－３ 吉田酒造有限会社 福井県永平寺町 山田錦の網下米を活用した発泡清酒の開発・製造・販売

近畿－４ 株式会社ワタセ
滋賀県近江八幡
市

へちま繊維を活用した新クッション材の開発とへちま・麻等の天然繊維を用い快適さ
を高めた寝装品の開発と販売

近畿－５ 協栄建設株式会社 京都府京都市
未利用間伐材を加工した木杭による戸建住宅基礎地盤補強工法の開発・販売・施
工

近畿－６ 株式会社京山城屋 京都府京都市 京都産の金ごま・大豆・京野菜を使用した京都ブランド商品の企画・販売

近畿－７ 丹後織物工業組合 京都府京丹後市
地域資源である京丹後茶のポリフェノールと絹セリシンを活用した新商品の開発・販
売

近畿－８ 株式会社和田萬商店 大阪府大阪市 兵庫県産の「日本のへそごま（金ごま）」と白ごまを用いた新商品の開発・製造・販売

近畿－９ 株式会社淡路観光開発公社 兵庫県淡路市
道の駅あわじをハブとした淡路市岩屋の漁村文化を楽しむ着地型観光サービスの
開発・提供

近畿－１０ 株式会社リアル 兵庫県神戸市 山形県産米「つや姫」の米ぬかを活用した、米ぬか化粧品の開発・製造及び販売

近畿－１１ 株式会社クレコス 奈良県奈良市 自然農法で栽培する大和茶を使用した自然派化粧品の開発・製造・販売

中国－１ 大森食品株式会社 岡山県岡山市 我が国では馴染みのない「ちしゃとう」の栽培、商品化及び販路拡大

中国－２ 株式会社山豊 広島県広島市 広島菜を使ったキムチ風広島菜漬及び関連商品の開発・販路開拓

中国－３ 川中醤油株式会社 広島県広島市 川根産柚子を活用した柚子加工品の開発・販路拡大

中国－４ クニヒロ株式会社 広島県尾道市 低温超高圧処理により衛生面に優れた生食用牡蠣と牡蠣加工品の開発事業

四国－１ 株式会社山一商店 香川県土庄町
香川県産オリーブの枝及び葉の燻製材を活用したオリーブ燻製調味料の開発・製
造・販売

四国－２ 有限会社遠藤青汁 愛媛県松山市 完熟トマトの「トマト酢」と青汁を活用したトマト酢青汁加工品の開発・製造・販売

四国－３ 有限会社進藤重晴商店
愛媛県四国中央
市

愛媛県産柑橘を活用した食品素材及び加工食品の開発・製造・販売

四国－４
株式会社ステップコミュニケー
ション

愛媛県八幡浜市
八幡浜港で水揚げされる低利用・未利用の小魚を有効活用した加工品の開発・製
造・販売

四国－５ 秀長水産株式会社 愛媛県宇和島市
脂肪分の少ない養殖マダイの頭、中骨等を活用した食品素材及び加工食品の開
発・製造・販売

四国－６ 株式会社ひめ美じん 愛媛県宇和島市 愛媛県産柑橘(温州みかん)の成分を活用した化粧品等の開発・製造・販売

九州－１ 株式会社西日本冷食 福岡県福岡市
シャコを飼料に活用した高付加価値うなぎの生産と加工製品等の開発及び販路開
拓

九州－２ 有限会社マキイ 福岡県福岡市 不耕起栽培の古代米を用いたこだわりパン類の開発・販売

九州－３ CTC-LANKA株式会社 福岡県久留米市 栄養豊かな発芽玄米等で構成された乾燥ご飯缶詰の開発・販路開拓

九州－４ 有限会社フローラ美工 福岡県八女市 八女の農家と初めて取り組む国産ベチバーを活用した消臭剤等の開発及び販売

九州－５ 熊本ネクストソサエティ株式会社 熊本県熊本市 不知火海など熊本近海で採れる生鮮魚介類の新流通システム構築事業

九州－６ 株式会社児藤商店 熊本県熊本市 ダイコンの素材を活かした業務用食品素材の開発及び製造・販売

九州－７ 株式会社緒方エッグファーム 熊本県合志市
亜麻種子由来の飼料と地元産飼料米を用いDHA・α-リノレン酸を強化した鶏卵及
び加工品の開発と販路の開拓

九州－８ 株式会社地の塩社 熊本県山鹿市 地這支柱法で採水した清和糸瓜水（せいわいとうりすい）の基礎化粧品の開発・販売

九州－９ 球磨プレカット株式会社 熊本県湯前町 新規製材法とＪＡＳ認証を活用した球磨産杉・桧製材品のブランド化事業



地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

九州－１０ 株式会社豊後大野クラスター
大分県豊後大野
市

高糖度かんしょ「甘太くん」の規格外品を活用した、ペースト、パウダー等介護・医療
向け食品の開発・販路開拓

九州－１１ 宇佐パン粉有限会社 大分県宇佐市 パン用小麦ミナミノカオリを使用した冷凍パン等の商品開発と販路開拓

九州－１２ 株式会社薩摩つけもの工房 鹿児島県霧島市
手の平サイズの鹿児島県産「ミニきゅうり」を浸透圧活用技術で加工した漬物の製造
販売

沖縄－１ 有限会社グリーンフィールド 沖縄県那覇市
沖縄産野菜をメインにしたヘルシーで旨味豊かなスチーム調理惣菜・加工食品の開
発・販路開拓

沖縄－２ 株式会社新垣通商 沖縄県那覇市 沖縄産モズクブランド「琉球長寿藻」の海外販路展開事業

農商工等連携対策支援事業（連携体構築支援事業）　【採択件数：５件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１
一般社団法人北海道中小企業
家同友会とかち支部

北海道帯広市
ものづくりの事例・実践から学ぶ、「地域間連携」「十勝ブランド」創造・発信プロジェク
ト

北海道－２
一般社団法人北海道中小企業
家同友会函館支部

北海道函館市 ものづくりの事例・実践から学ぶ、「南北海道食彩王国」創造・発信プロジェクト

北海道－３
一般社団法人オホーツク・テロ
ワール

北海道紋別市 オホーツク地域の地域資源を活用した農商工連携の創出プロジェクト

東北－１
特定非営利活動法人未来産業
創造おおさき

宮城県大崎市 内発型の産業育成を目指して（地域食と農の絆づくり）

近畿－１
特定非営利活動法人未利用資
源事業化研究会

京都府京都市 未利用資源を活用した事業創出に向けた連携体構築支援
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