
農商工等連携支援事業（事業化・市場化支援事業）　【採択件数：６３件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１
株式会社北海道バイオインダス
トリー

北海道札幌市 北海道産タマネギを活用したコンディショニング調味料等の開発・製造及び販売

北海道－２ シロクマ北海食品株式会社 北海道札幌市 北海道産有機小麦を用いた有機ＪＡＳ認証パンの開発、製造及び販売

北海道－３ 株式会社冨貴堂ユーザック 北海道旭川市 競争力のある農業経営をサポートするクラウド型営農システムの開発・販売

北海道－４ 株式会社菅野養蜂場 北海道訓子府町 オホーツク産シナ蜜等を原料とした蜂蜜酒及びリキュール類の開発と販売

東北－１ 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－２ 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－３ 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－４ 株式会社マルヒ食品 宮城県大崎市
宮城県大崎産食材による汁物郷土料理のレンジアップ商品及び業務用食材キットの
開発・販売事業

東北－５ 株式会社ゆう幸 秋田県大仙市
高品質かつ安心・安全な善米栗（西明寺栗）を使用した高価値な栗菓子の開発・製
造・販売

東北－６ 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－７ 株式会社ワタスイ 福島県須賀川市
日本初、オール国産原料を活用した栄養価の高い和製シリアルの開発、製造及び市
場調査

東北－８ 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

東北－９ 合名会社高砂屋商店 福島県会津坂下町 会津伝統野菜『慶徳玉葱』を活用した発酵調味料の開発と販路開拓

関東－１ 有限会社マルトモ食品 栃木県栃木市 栃木県産の鮎を使った押し寿司等の開発および販売

関東－２ 株式会社しみづ農園 群馬県高崎市 果樹園芸作物を使った屋内型「立体庭園・農園」の開発およびブランド化

関東－３ 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－４ 株式会社ペリカン 埼玉県桶川市
埼玉県産大豆を活用した無菌大豆粉と業務用素材「全粒大豆乳酸発酵濃縮液」の開
発・販売

関東－５ 株式会社ヨコミゾ 埼玉県さいたま市
冷凍に適した米を炊飯し、冷凍に加工した中間素材商品及び加工食品の開発・製造・
販売

関東－６ 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－７ 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－８ 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－９ 株式会社門屋食肉商事 神奈川県小田原市
長期肥育の足柄牛を活用した、部位肉の特性に合わせたドライエージング肉の開発・
販売事業と足柄牛のブランドの確立

関東－１０ 有限会社丸清製麺 神奈川県三浦市 三浦産のイタリアントマト等を活用したトマトソース、生パスタの開発・販売事業

関東－１１ 株式会社横尾商事 神奈川県横浜市 根府川産のグリーンレモンを活用したレモンケーキ等の開発・販売事業

関東－１２ 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－１３ 株式会社髙木屋 新潟県南魚沼市 佐渡産の超早生タイプのわかめとその加工品の開発と販売

関東－１４ 中央葡萄酒株式会社 山梨県甲州市
甲州ブドウ等高品質醸造用ブドウの栽培およびこれら高品質醸造用ブドウを活用した
特別熟成ワインの開発と販売

関東－１５ 株式会社おびなた 長野県長野市
「冷凍そば粉」に適した戸隠産玄ソバを活用した「冷凍そば粉」等の開発、製造及び販
売

関東－１６ 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－１７ 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

関東－１８ 株式会社さの萬 静岡県富士宮市 国産牛肉の付加価値向上のための新たな熟成牛肉の開発と普及事業

中部－１ 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－２ 株式会社寿商店 愛知県名古屋市 愛知県産淡水魚「絹姫サーモン」を活用したスモーク等加工食品の製造・販売事業

中部－３ 杉本食肉産業株式会社 愛知県名古屋市 国産黒毛和牛肉を氷温熟成させた電子レンジ調理用加工食品の製造・販売事業

中部－４ 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

平成２７年度当初予算ふるさと名物応援事業補助金
（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）　採択事業一覧



地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

中部－５ 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－６ 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開発及び製造・販売事業

中部－７ 株式会社マーコ 愛知県田原市 愛知県田原産完熟トマトを活用したスープ等加工食品の製造・販売事業

中部－８ 株式会社米のキムラ 愛知県北名古屋市 高山産コシヒカリの玄米を用いて作る加工食品「丸ごと玄米」の製造・販売事業

近畿－１ 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（ウッディーフォース
工法）の開発、販売、施工

近畿－２ アイバイオプロダクツ株式会社 大阪府八尾市 規格外柑橘類を使用した生食感覚の剥皮柑橘デザートの開発・製造・販売

近畿－３ 株式会社ＪＦＣ 大阪府岸和田市
栽培適地における大規模栽培葉物野菜を使用した調理用簡便葉物野菜パックの加
工・販売

近畿－４ 株式会社ヤバケイ 兵庫県伊丹市
新鮮な低温殺菌牛乳をお用いる小ロット生産の菓子類で、全国の特産品の消費拡大
に資する企画・製造・販売

近畿－５ 淡路日の出農業協同組合 兵庫県淡路市 淡路島産未活用イチジクを活用した加工用原料及び加工品の開発と販売

近畿－６ 淡路麺業株式会社 兵庫県淡路市 国産小麦と淡路産野菜を使用したパスタ商品の開発と販売

中国－１ 株式会社ヤマサキ 岡山県岡山市
西粟倉村のヒノキ間伐材を使用した子供の成長により用途が変えられるベビーベッド
等の開発・販売

中国－２ 株式会社あすなろ本舗 広島県広島市 広島産にんにくを活用した低臭化にんにく加工品の開発事業

中国－３ クニヒロ株式会社 広島県尾道市 低温超高圧処理による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 株式会社げんき本舗 愛媛県宇和島市 愛媛県産柑橘を活用したドライフルーツの開発・製造・販売

四国－２ 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－３ 株式会社フードプラン 高知県仁淀川町
大根と玉ねぎのベースソースを活用した加工食品（ドレッシング、ソース、スープ）の開
発・製造・販売

九州－１ 株式会社利助オフィス 福岡県福岡市
濃厚ジャムなどブラウンスイス種牛乳を活かした調味用乳製品の試作開発・販路開
拓

九州－２ 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－３ 美容薬理株式会社 福岡県芦屋町
地元農家の新鮮な赤しそを原材料とした低温真空抽出法による高度自然派化粧品
の開発

九州－４ 熊本畳表株式会社 熊本県八代市 シミになりにくい撥水機能などを備えたお手入れ簡単畳表の開発と製造販売

九州－５ 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－６ 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

九州－７ 有限会社田中醤油店 大分県中津市 大分県産「味一ねぎ」を使った新調味料ブランドの開発・販路拡大

九州－８ 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「べにはるか」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－９ 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

九州－１０ 今村茶園 鹿児島県霧島市
黒酢に漬けこんだ梅の実を培養土として活用した黒紅茶および黒茶の生産と販路開
拓

沖縄－１ 株式会社石垣の塩 沖縄県石垣市 与那国島近海で獲れる天然マグロ・カツオ等を活用した加工食品の製造販売事業

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
－プロモーション活動の継続と商品ラインナップ充実の為の商品開発－

農商工等連携支援事業（連携体構築支援事業）　【採択件数：２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
家同友会函館支部

北海道函館市 農商工連携の事例・実践から学ぶ、道南ブランドの創出と発信

北海道－２
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


