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【北海道ブロック】洋食堂なつ家（北海道小樽市） 

道産こだわりトマトで作る新ケチャップタイプソースの製造・販売 

夫婦２人で営む小樽の洋食レストランが、地元産のミニトマト“アイコ”を使った自家製ケチャップを商品化

し、高級百貨店や生活協同組合などへの販路を開拓。 
-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

小樽市にある洋食堂なつ家は、夫婦２人で営

む洋食レストランである。 

小樽市や余市町を含む後志地区は、ミニトマ

トの作付面積が全道の３分の１を占めるなど

ミニトマトの産地であるが、洋食堂なつ家では、

従来、缶詰の輸入トマトを使用して、トマトソ

ースを作っていた。ある時、余市町内の知人農

家が栽培する“桃太郎”トマトを購入し、ケチ

ャップを作ったところ、シンプルなうまみと甘

さがお客の評判を呼んだ。そこで、商品として

外販してみようと考え、知人の勤める北海道立

総合研究機構食品加工研究センターに相談し

たところ、農商工等連携事業を紹介され、同事

業に取り組むこととなった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

“桃太郎”トマトを使ったケチャップは既に

市場に流通していたため、同じ余市町内の別の

トマト農家である村井氏に相談し、当時、市場

に流通し始めたばかりの品種“アイコ”を買い

取り、ケチャップの原料として使うこととした。 

“アイコ”はトマトの中でも、特に甘みが強

く酸味の少ない優れた食味を持つミニトマト

で、市場価格も他品種より高い。一方、へたが

取れやすく、また黄色く変色しやすいために、

全生産量の１～２割程度は規格外扱いとされ

ている。洋食堂なつ家では、村井氏から、この

規格外の“アイコ”を市場価格の３分の２程度

で買い取り、ケチャップに加工している。 
 

 
新商品・サービスの特徴 

 

洋食堂なつ家では、シェフ自らが味を確かめ

ながら素材を選び、調味料の添加を最小限に留

め、トマト本来の味を目一杯活かすといった、

洋食屋ならではの腕と経験を駆使したケチャ

ップを作っている。まるでソースのようななめ

らかなその口当たりを伝えるために、商品名は

「なつやのさらさらケチャップ」としている。 

さらに、“アイコ”を使った「トロトロトマ

トジュース」も製品化した。完全無添加で

100％トマトだけの甘さが他にみられない特

徴となっている。 

【なつやのさらさらケチャップ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活用した支援策 
 

農商工等連携事業計画の認定後、洋食堂なつ

家では、中小企業庁と農林水産省の補助制度や、

中小企業基盤整備機構による専門家のハンズ

オン支援を活用した。 

中小企業庁の補助制度は３カ年の計画期間
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のうち、初年度と２年目に活用している。初年

度は、展示会に試作品を出展する際の経費とし

て活用している。当初、洋食堂なつ家は、独力

でパッケージをデザインしていたが、改善の声

があったことから中小企業基盤整備機構の専

門家に相談し、計画の２年目に、補助制度を活

用し、デザイナーに委託した。 

農林水産省の補助制度については、３年目に、

設備導入に活用している。当初、ケチャップの

加工場は、ケーキなどをつくるための２階のサ

ブキッチンとしていたが、食品の安全・安心の

観点から、１階部分のレストラン向けのメイン

キッチンへと移設することとし、あわせて、量

産可能な設備の導入を決断した。 

【ケチャップの加熱調合設備】 

 

 

 

 

 

 

 

導入した装置は、お菓子に使われる餡子を練

るための機械で、ケチャップの加熱調合時に用

いている。この装置は直火を使わず、高圧水蒸

気による加熱が可能なため、焦げ付きやアクの

発生を抑え、トマト本来のうまみや甘さをより

ストレートに引き出せるようになった。加熱後

は、90 度以上で瓶詰めにし、95 度で 45 分

間熱殺菌している。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

東京ビッグサイトでの展示会などで、「なつ

やのさらさらケチャップ」の評価は大変高く、

高級百貨店との継続的な取引に結びついてい

る。また、前述の加熱調合設備により、安全・

安心な量産体制が確保され、複数の生活協同組

合との取引にもつながっている。 

それらの結果、洋食堂なつ家は、目標であっ

た付加価値額、総売上高をともに達成している。 

また、“アイコ”を生産するトマト農家の村

井氏も、個別に高級百貨店と契約するなど、新

たな販路開拓を実現している。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

洋食堂なつ家では、高級百貨店や、生活協同

組合などへの卸売り販売が中心である。美味し

さだけでものが売れる時代ではなくなってお

り、大都市圏の高級百貨店等、商品の置き場所

（販売先）も含めたブランド戦略の重要性が増

しつつある。 

今後も、お店に出した自家製ケチャップが

「なつやのさらさらケチャップ」の原点である

ことを忘れず、商品の付加価値を高めるような

取引先を拡充することで、ケチャップ等の商品

のブランド力を高めていきたいと考えている。 

 
 

 
 
 

 

 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：洋食堂なつ家 

所 在 地：北海道小樽市富岡 2-34-10 

電話番号：0134-23-5100 

―農商工等連携事業の連携体制― 

 

洋食堂なつ家

製品開発、加工

村井 貞治氏

“アイコ”の栽培、生産

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体
高
級
食
品
市
場

【共同申請者】
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【北海道ブロック】オサダ農機株式会社（北海道富良野市） 

収穫作業を省力化する生食用スイートコーン自動収穫機の開発 

これまで手もぎ収穫されていた生食用スイートコーンの自動収穫機を開発し、収穫作業の大幅な効率化と

作業員への肉体的負担の軽減を実現。 
-平成 21 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

農作物の収穫機の製造を手掛けるオサダ農

機㈱に、同社製品のユーザーである㈲北幸農園

から生食用スイートコーンの収穫機を開発し

てほしいという要望が寄せられ、開発に取り組

むことになった。 

開発に活用できる補助制度を探していた時

に、地元金融機関が主催するセミナーで農商工

等連携事業を知り、同社が所属する南富良野町

商工会を通じて制度に関する情報収集を行っ

た。その後、相談を持ちかけた北海道経済産業

局から(独)中小企業基盤整備機構北海道のプロ

ジェクトマネージャーを紹介され、本事業への

応募を決めた。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

従来のスイートコーン収穫機は、加工用スイ

ートコーンの収穫に使われていた。一方、実が

やわらかい生食用スイートコーンを機械で収

穫すると傷が付きやすく、加工用スイートコー

ンとは異なり、傷によって商品価値が大幅に低

下してしまう。 

このため、収穫はすべて手作業で行われてい

たが、生食用スイートコーンの収穫は短期間に

集中し、多くの人手を必要とすることから、㈲

北幸農園では人手不足や臨時雇用に伴う人件

費の高騰に悩まされていた。また、手もぎ収穫

にあたる作業員の高齢化が進んでおり、暑い夏

場の重労働によって体調を崩す人もいた。 

こうしたなか、農業生産者や公設試験研究機

関などユーザーの要望に基づいて様々なオン

リーワン製品を開発・製造しているオサダ農機

㈱が、既存の取引先である部品サプライヤー等

との連携のもと、これまで培ってきたノウハウ

を活かして生食用スイートコーンの自動収穫

機を開発・実用化することを目指した。 

共同申請者である㈲北幸農園は、試作機の実

証試験等に参加し、ユーザーとしての評価や課

題・改善点等に係る助言を行った。また、(一社)

北海道農業機械工業会の原専務理事がアドバ

イザーとして参画した。道立農業試験場の出身

である同氏は農作物の特性などに精通してお

り、その専門的な知見・ノウハウをもとに技術

支援を行った。 

 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

本事業では、エンジンと運転席を搭載した

「自走式タイプ」と自前のトラクターに直接装

備できる「直装式タイプ」を開発した。 

 

【自動収穫機（自走式タイプ）を使った 

生食用スイートコーンの収穫】 
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専用カッターで切り取ったスイートコーン

の茎を特殊ベルトでしっかり保持しながら引

き上げ、スパイラル形状をした２本の回転棒に

よって茎から実の部分を“優しく”分離させた

後、もぎ取った実を専用コンベアでコンテナま

で自動的に収納する。本収穫機の最大の特徴は、

独自に開発したスパイラル式もぎとり装置（特

許取得済み）であり、同社が最も開発に苦労し

たところである。 
 

【スイートコーンの茎から実を分離させるもぎ取り装置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

活用した支援策 
 

オサダ農機㈱では、中小企業庁の補助制度を

活用し、試作機の製作費用などに充てた。また、

開発にかかる人件費や補助が適用されない設

備等を購入する資金を調達するために、日本政

策金融公庫から融資を受けている。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

先に開発した自走式タイプは既に市販して

おり、納入予定分を含めるとこれまでに 10 台

程度販売している。また、直装式タイプは平成

25 年度内に販売を開始する予定である。 

機械の導入前後における収穫能力を比較す

ると、手もぎの場合、収穫面積は作業員１人あ

たり１日４～５アール程度だったが、本収穫機

を使うと１日 20 アール前後と、生産性が約５

倍に向上した。また、高齢化が進む作業員にと

って肉体的な作業負担が大幅に軽減される点

も大きなメリットである。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後、同社では、販売を仲介する商社と協力

しながら、収穫現場でデモンストレーションを

行う等、販路開拓に注力していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：オサダ農機株式会社 

所 在 地：北海道富良野市字西扇山の 1 

電話番号：0167-39-2500 

―農商工等連携事業の連携体制― 

 

オサダ農機㈱

自動収穫機の開発

㈲北幸農園

試作開発機に対する評価・助言

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン

生
産
者

【連携参加者】 (一社)北海道農業機械工業会
原 令幸氏

技術サポート

㈱大興商事、㈱池田熱処理工業、
北海バネ㈱、道藤ゴム工業㈱
機械部品の供給・改良等

▲

【共同申請者】



 

      5 

【北海道ブロック】北海道ワイン株式会社（北海道小樽市） 

ワイン製造残渣を利用した機能性食品の開発 

ブドウの栽培から醸造まで一貫して手掛ける酒造メーカーが、ワインの製造残渣に含まれる有効成分に着

目し、産学官連携を通じて、新たにワインビネガードリンクやワインビネガーを開発。 
-平成 21 年度認定- 

 
 

取り組みのきっかけ 
 

北海道ワイン㈱は、直営農場「鶴沼ワイナリ

ー」で自ら葡萄を栽培するとともに、後志管内

を中心に約 300 戸の農家と契約し、100％国

内産の原料でワインの製造・販売を行っている。

同社は、ワインの醸造工程において沈殿するワ

インの澱に有効成分が含まれていることに着

目し、平成 19 年度、北海道経済産業局から紹

介のあった地域資源活用型研究開発事業の採

択を受け、公益財団法人北海道科学技術総合振

興センター（ノーステック財団）と連携して、

道産ワイン製造残渣を用いたメタボリック症

候群予防食品の研究を行った。平成 21 年度に

は、ものづくり中小企業製品開発等支援補助金

の試作開発等支援事業に採択され、ワインビネ

ガードリンクの試作品を作った。次に商品化や

販路開拓のため、農商工等連携事業に取り組む

こととなった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

健康に良いとされているポリフェノールは、

葡萄の種子や皮に多く含まれ、ワインの製造工

程で出る残渣にも多くのポリフェノールが含

まれている。そこで、これまで醗酵させて畑の

堆肥としていた残渣を活用して、健康によい機

能性食品の開発、商品化に取り組んでいる。 

取り組みは、試作品の商品化、生産工程の研

究、販路開拓に分かれ、それぞれ北海道ワイン

㈱の社員２名ずつ計６名が本業であるワイン

製造と兼任で担当した。取り組みの中心は販路

開拓で、北海道ワイン㈱本社内にある販売所

「おたるワインギャラリー」でのテストマーケ

ティングの実施の他、展示会に出展している。 

また、新商品の原料となるポリフェノールの

含有量が多い葡萄品種の栽培を、直営農場「鶴

沼ワイナリー」の他、後志管内を代表する葡萄

農家である松原研二氏に依頼している。 

さらに、北海道立総合研究機構食品加工研究

センター、ノーステック財団、北海道立中央農

業試験場から、新商品の成分分析や効能分析、

及び事業化に向けたマッチング等の指導・助

言・支援を受けている。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

当初、北海道ワイン㈱では、残渣に含まれる

メタボリック症候群の予防に効果のある成分

をＰＲする新商品を開発する予定だったが、薬

事法や景品表示法の関係から、効能表示には多

くの費用と時間がかかることがわかり、お酢の

持つ効能や健康に良いというイメージをＰＲ

する新商品を開発することとなった。そうして、

ワインビネガードリンク「ナイ酢」と、ワイン

ビネガー「おたるナイヤガラ ワインビネガ

ー」を商品化し、平成 25 年より、おたるワイ

ンギャラリーなどで販売している。 

「ナイ酢」は、健康に良い成分を美味しく気

軽に飲むことができる容量 100ml の栄養ドリ

ンクである。いずれの商品も、健康に関心の高

い国内の年配の方をターゲットとしている。 
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【「ナイ酢」（左）と「おたるナイヤガラ ワインビネガー」（右）】 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
活用した支援策 

 

ワインビネガードリンクの瓶詰めは当初、道

内の事業者に委託する予定だったが、適切な委

託先が見つからず、岐阜県内の事業者に委託し

ている。なお、ワインビネガーの瓶詰めは自社

で行っている。 

また、中小企業基盤整備機構の専門家から、

事業計画の策定支援、マーケティングに有効な

展示会出展先などの助言、展示会でのマッチン

グ支援などのサポートを受け、商品化に役立て

ている。 

さらに、酢を製造するための設備投資にあた

り、日本政策金融公庫による低利融資制度を活

用している。 
 

 
取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

ワインビネガードリンク約２万本、ワインビ

ネガー約 4 千本を生産し、ドリンクは完売した。 

主力商品であるワインに加えて、ワインビネ

ガーも生産・販売することで、販売商品の多様

化や北海道ワイン㈱の商品は健康に良いとい

う企業・商品イメージの向上につながっている。 

また、本事業を通じて、産学官のネットワー

クが強化され、北海道ワイン㈱にとって気軽に

相談できる連携先が形成された。 

さらに、今後、新商品を開発する際にも役立

つ分析手法や製造手法を習得でき、社内人材の

育成という面でも大きな効果があった。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

北海道ワイン㈱では、平成 26 年度も、ワイ

ンビネガードリンク及びワインビネガーの生

産・販売とともに、販路開拓を継続する予定で

ある。また、将来的には両商品の OEM 生産も

視野に入れており、生産委託先の発掘にも取り

組む予定としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：北海道ワイン株式会社 

所 在 地：北海道小樽市朝里川温泉１丁目 130 番地 

電話番号：0134-34-2181 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

北海道ワイン㈱

ワイン製造残渣・発酵技術

松原研二氏

葡萄栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

北海道立総合研究機構食品加工研究センター 食品加工技術指導

【連携参加者】

連携体機
能
性
食
品
市
場

▲

㈲鶴沼ワイナリー

葡萄栽培技術

(公財)北海道科学技術総合振興センター 研究シーズの技術化支援

北海道立中央農業試験場 栽培技術指導

【共同申請者】
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【東北ブロック】有限会社峰の雪酒造場（福島県喜多方市） 

会津産栃の木の蜂蜜による蜂蜜酒の開発とブランディング 

養蜂業者の強い思いから醸造業者との連携が始まり、会津地域特産の貴重な栃の木の蜂蜜を原料とし

て、欧米ではポピュラーなミード酒の醸造に成功した。都市部の富裕層やブライダル市場での需要に狙いを

定め、付加価値を高めた商品の販路開拓に取り組んでいる。 
-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

平成 19 年に、養蜂業者の㈲ハニー松本が㈲

峰の雪酒造場へ、蜂蜜を原料とした醸造酒（ミ

ード）の共同開発を相談したことが連携の契機

となった。当時、ミードは国内で知名度は低か

ったが、酒どころの会津で商品化したいとの熱

意に打たれ、試行錯誤の結果、㈲峰の雪酒造場

は同年９月に醸造免許を取得した。その後、福

島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センタ

ーで試験醸造を行った。平成 20 年７月に完成

した第１号試作品の完成度が高く、国産ミード

の普及に向け販路開拓策を検討していたとこ

ろ、同時期に開始した農商工等連携事業の存在

を知った。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

事業計画は、平成 20 年 11 月に会津地域初

の認定を受けた。既に両社の連携体制は整い、

「美禄（みろく）の森」（520ml）の製品パッ

ケージも完成していた。事業計画では、少量タ

イプの「花織（かおり）」（180ml）の商品化に

向け、販路開拓とブランディングを進めること

とした。連携にあたり、㈲ハニー松本が原料を

供給し、㈲峰の雪酒造場が醸造、ボトリング、

販路開拓を担当している。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

ミードの原料は蜂蜜と酵母と水のみである。

試験醸造段階で様々な蜂蜜を試した結果、会津

地域特産の柿の蜂蜜が最も適していた。しかし、

収量が少なく原料の安定確保は困難と判断し、

次に適していた栃の木の蜂蜜を原料とした。栃

の木の蜂蜜は日本でのみ生産され希少性は高

いが、栃の実や木材の利用が盛んな会津地域で

は馴染み深い存在である。さらに、㈲ハニー松

本の収量の大半を占め、安定供給が可能である

上、同社が生産する蜂蜜は、完全無添加でトレ

ーサビリティが確保され、高付加価値商品の原

料には最適であった。 

【栃蜜の採集風景（左）と「花織」（右）】 

 

 
 

活用した支援策 
 

㈲峰の雪酒造場は、５年の計画期間中、毎年

度中小企業庁の補助を受け、展示会への出展や、

東京の高級レストランやホテルでの無料試飲

会の開催、販促物の作成に活用した。また、中

小企業基盤整備機構によるハンズオン支援を

活用し、専門家より計画検討段階から支援を受

け、また工業デザインが専門の大学教授に「花
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織」のボトルデザインを依頼した。さらに、日

本政策金融公庫の低利融資を受けた。 

㈲ハニー松本は、申請書類の作成にあたり福

島県中小企業団体中央会の助言を受けたほか、

日本政策金融公庫の低利融資を受けている。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

㈲峰の雪酒造場は、中小企業基盤整備機構の

専門家から流通大手が運営するインターネッ

ト通販での販売を紹介され、平成 21 年８月の

発売後、酒類部門で長らく売上首位を記録し、

売上は徐々に拡大している。 

一方、平成 22 年の FOODEX JAPAN で「米

国人ジャーナリストが選ぶ日本食十選」に選ば

れたほか、優良ふるさと食品中央コンクール受

賞など、品質面で高評価を受けた。また、東京

の高級レストラン等で開催した無料試飲会の

反響は大きく、メディアの掲載機会も増え、ミ

ードの認知度も高まりつつある。 

さらに、事業計画認定後、同社のミード醸造

技術へ注目が集まり、他地域の蜂蜜を用いたミ

ードの委託生産の依頼も寄せられている。 

㈲ハニー松本は、ミードの醸造過程で生成す

る澱を活用したスキンケアクリームなどの商

品化を図り、化粧品事業を分社化した。また、

他の養蜂業者や酒造業者からの相談機会が増

えたほか、メディアに紹介され、同社の知名度

は大きく向上し、各地の展示会への出展機会も

増え、バイヤーからの注目も集まっている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

㈲峰の雪酒造場と㈲ハニー松本は、引き続き

連携を続け、ノンアルコールミードの商品化に

取り組んでいる。 

㈲峰の雪酒造場では、富裕層に狙いを定めて

東京都心部での販売を強化している。また、ミ

ードはハネムーンの語源でもあり、関連の深い

ブライダル市場にも参入している。また、品質

の高さを武器に、将来的には海外展開も視野に

入れている。 

㈲ハニー松本は、会津を蜂蜜の産地として維

持するため、地域の養蜂業者と連携し、ミード

の原料となる蜂蜜の安定供給を目指している。

また、農商工連携の経験を踏まえ、農林水産省

の６次産業化・地産地消法に基づく総合化事業

計画へ申請し、平成 24 年には、蜂蜜を活用し

たフルーツソースの開発に関する事業計画の

認定を受けている。 

 
 
 
 
 
 
 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：有限会社 峰の雪酒造場 

所 在 地：福島県喜多方市桜が丘 1-17  

電話番号：0241-22-0431 

 

【共同申請者の連絡先】事業者名：有限会社 ハニー松本 

所 在 地：福島県会津若松市材木町 2-1-4 

電話番号：0242-27-2131 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

中小企業者 農林漁業者

連携体
食
前
食
後
酒
・

カ
ク
テ
ル
市
場

(有)峰の雪酒造場

日本酒醸造期間外で、供給された
蜂蜜を使ったミード酒の醸造

(有)峰の雪酒造場

日本酒醸造期間外で、供給された
蜂蜜を使ったミード酒の醸造

(有)ハニー松本

品質が高く、完全無添加でﾄﾚｰｻ
ﾋﾞﾘﾃｨが確保された栃蜜の生産

【代表者】 【共同申請者】
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【東北ブロック】株式会社ダイゴ（福島県喜多方市） 

会津産野菜を活用した安全で美味しい管理栄養食の配食 

会津地域の農家との連携により、地元産の野菜を活用した病院給食・在宅療養食・介護食を大量調理・供

給できる地域内一貫体制を構築し、患者や要介護者の症状に応じた栄養バランスの取れた食事を提供す

る配食サービスの確立に取り組む。 
-平成 21 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

建設業である㈱ダイゴは、異業種分野への新

事業展開に向け、平成 16 年から病院や高齢者

福祉施設への配食サービスに参入した。 

また、平成 19 年に農業生産法人・㈱ダイゴ

農園を設立し、米や旬の野菜を生産している。

生産された農産物は、配食サービスの食材とし

て供給するとともに、地元スーパーや自社が運

営する直売所を通じて地域の消費者に販売し

ている。 

㈱ダイゴは、会津商工信用組合が開催した異

業種連携に関する相談会に参加し、農商工等連

携事業の存在を知り、相談会に参加していた中

小企業基盤整備機構のプロジェクトマネージ

ャーから、農商工等連携事業の活用について助

言を受け、事業計画を申請することとした。 

事業計画の作成にあたっては、福島県商工会

連合会や福島県中小企業団体中央会、中小企業

基盤整備機構にその都度相談した。このほか、

中小企業基盤整備機構からの紹介により、すで

に農商工等連携事業の認定を受けた同地域の

企業からもアドバイスを受けていた。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

平成 21 年に認定を受けた事業計画では、地

元産の野菜を活用し、安全で美味しい介護食、

在宅療養食の安定的な供給体制を整えること

を目的としている。 

分社化した㈱ダイゴ農園では、高齢化した農

地所有者から農地を借り、米を生産するほか、

近隣農家が生産する野菜を購入し、配食事業の

材料として活用している。 

㈱ダイゴは、当初㈱ダイゴ農園から原材料の

野菜も調達していたが、近年では野菜の品目ご

とに栽培ノウハウに優れた専門農家から調達

している。 

㈱ダイゴの健康福祉事業部は、喜多方市内に

院外調理施設「セントラルキッチンダイゴ」を

整備したほか、病院等で加熱・給食するサテラ

イトキッチンも整備している。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

㈱ダイゴでは、食味・食感・見た目を大切に

した管理栄養食を提供するため、食材の栄養を

逃さず、多様な料理に対応可能なスチームコン

ベクション調理を採用している。また、衛生面

に十分に配慮するため、ＨＡＣＣＰに基づいた

リスク分析を徹底するとともに、病原性微生物

の増殖を抑制するために温度と時間を徹底的

に管理するクックチルシステムを導入してい

る。さらに、公的機関での食品細菌検査を月に

３回実施している。 

セントラルキッチンで調理することにより、

各施設の管理栄養士・栄養士の任務の比重を給

食管理から本来の栄養管理業務へシフトでき

る。このほか、厨房設備投資を削減し、介護現

場での介護サービスの充実に寄与できる。 

また、地元の食材を積極的に取り入れ、味付

けも地元の利用者に合うよう配慮している。 
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【真空パックされた惣菜と高齢者施設向け献立】 

 
 

 
活用した支援策 

 

㈱ダイゴでは、事業計画の実現性を高めるべ

くブラッシュアップしていく中で、身の丈に合

った事業展開を進めるため、補助金を活用する

必要性はないと判断するに至った。また、借入

金を増やす形での事業展開は想定せず、低利融

資制度も活用していない。 

一方、中小企業基盤整備機構による専門家派

遣を積極的に活用し、初年度から２か年にわた

り、事業計画の採算性向上に向けた助言を得た。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

取り組み開始から５年半後の平成 25 年９月

には、配食サービス事業が黒字化を達成し、単

体で採算が取れるまでに成長した。 

㈱ダイゴの本業の建設業では受注を待つ営

業スタイルが中心であったが、農商工等連携事

業を通じ、医療機関や介護施設等への販路開拓

など、自社から社外へ働きかけることの重要性

を実感している。さらに、新事業展開を模索す

る企業からの問い合わせが寄せられるように

なり、そこで得られた助言が、同社にとっても

新たな気付きとなっている。 

また、本事業の拡大に伴い、新規雇用も発生

し、地元短大などから、介護・福祉に係る人材

を採用している。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後は、配送する食事の安全性やサービスの

質をより一層高めるため、自社に蓄積したノウ

ハウを、㈱ダイゴの取り組みに賛同する地域内

の事業者と共有し、調理施設の共同利用などを

進めることも必要と考えている。 

また、今後は地域の事業者とのネットワーク

形成や、地域の雇用創出への貢献を目指すこと

としている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社ダイゴ 

所 在 地：福島県喜多方市字一本木下 7817 

電話番号：0241-22-0863 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 連携体
病
院
、
介
護
施
設
、

在
宅
療
養
者
、

在
宅
要
介
護
者

㈱ダイゴ

スチームコンベクション調理技術
クックチルのノウハウ

衛生管理技術

㈱ダイゴ農園

高品質野菜の栽培技術、
野菜の安定供給、規格外野菜

【代表者】 【共同申請者】

中小企業者 農林漁業者
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【関東ブロック】フジチギラ株式会社（山梨県富士吉田市） 

地元で栽培した天然色素を使った製品及び体験型事業の開発 

遊休農地で栽培した茜・紅花などを使って草木染めにした高級志向のテキスタイル製品を開発するととも

に、草木染めの観光資源化を図るべく、参加体験型教室を開催。 

-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

絹織物の産地、山梨県富士吉田市で繊維卸業

を営むフジチギラ㈱は、平成 19 年 1 月、親会

社の変更に伴い社名を現在の名称に改め、再ス

タートを切った。業界不況が深刻化するなか、

「新しいことに挑戦しなければ今後は生き残

れない」との危機感を強めていた同社は、現状

を打開するために先行投資を行い、産地内外に

対する知名度を高める必要性を強く認識して

いた。ちょうどその頃、地元の NPO 法人もの

づくり支援機構等から農商工等連携事業の活

用を勧められ、申請することにした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本計画では、同社にとってこれまであまり縁

のなかった「企業のブランド化」に重点を置き、

天然染料による草木染めを活用したテキスタ

イル製品の開発と、草木染め体験プログラムの

事業化の２つを目標に掲げた。 

草木染めとは、茜・紅花等の天然素材から煮

出した染料を使って染めることであり、化学染

料による染色では得ることができない魅力的

な色彩や調和、色の深さなどに特徴がある。し

かし、天候不順等の影響により染料の原材料を

安定的に確保することが難しく、また、手作業

中心の染色方法に依存しているため、製品とし

てあまり上市されていない。 

こうしたなか、本事業では草木染めの工業的

プロセスを確立するとともに、同社のルーツで

ある糸屋としての強みを活かして高付加価値

な茜染めの糸を開発し、それを使って商品開発

に取り組んだ。さらに、草木染めの観光資源化

を図ることで富士山や富士五湖を訪れる観光

客などを新たなビジネスに取り込めるのでは

ないかと考え、草木染め作業そのものを体験で

きる観光プログラムの開発にも着手した。 

共同申請者である佐藤園芸は、同社と共に借

り上げ遊休農地の管理をしたり、茜・紅花等の

工芸作物の種苗育成や栽培についての専門的

助言などの面で協力している。また、体験型事

業では杉野服飾大学と連携し、草木染め体験事

業を授業に取り入れ、得られた意見を参考とし

ながら体験内容を精査した。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

テキスタイル製品の開発にあたり、試作品開

発やマーケティング調査などの結果を参考に、

対象をマフラーとネクタイに絞り込んだ。ネク

タイは、クールビズの影響で近年需要が減少傾

向な中、一定の需要が期待できると考えた婚礼

等のフォーマル向けをターゲットに設定し、背

広の第一ボタンを外すとグラデーション模様

が現れるという遊び心を取り入れたフォーマ

ルネクタイの製品化に成功している。 

また、草木染め体験プログラムでは、①日本

茜の株の植え付け体験（７月）、②日本茜の収

穫体験（11 月）、③乾燥させた茜の草木染め体

験（12 月）という３つのメニューを用意した。   
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【茜染め製品（グラデーションネクタイ）】 

 
【体験型事業の様子（収穫作業）】 

 

 
 

活用した支援策 
 

平成 23 年度末までの約３年にわたる計画実

施期間において、同社は、毎年度中小企業庁の

補助制度を活用し、試作品開発や展示会への出

展などを行った。 
 

  
取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

平成 24 年３月に本事業が終了した後も、同

社は現在まで約２年弱の間、自己資金で取り組

みを継続している。草木染めのテキスタイル製

品は、平成 26 年秋に開催される展示会でプレ

デビューした後、翌平成 27 年の展示会を期に

本格販売に踏み切る計画である。また、体験型

事業は、平成 26 年７月から有料のパイロット

事業を実施する予定である。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

新規事業への展開を模索していた同社にと

って、農商工等連携事業との出会いはそれを実

現する大きなチャンスになった。 

繊維産業が衰退傾向にあるなか、同社は、産

地としての供給責任を全うし地場産業を守っ

ていきたいという強い責任感や危機感を持っ

ていたからこそ、今日まであきらめず取り組み

を継続できたとしており、ビジネスとして形に

なるまで今後も取り組んでいく予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：フジチギラ株式会社 

所 在 地：山梨県富士吉田市下吉田 2-25-26 

電話番号：0555-22-2152 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

フジチギラ㈱

製品開発・販売、
体験型事業の実施

佐藤園芸

工芸作物の栽培、
栽培に係る技術支援

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
市
場

・
観
光
ビ
ジ
ネ
ス

【連携参加者】 (財)富士河口湖ふるさと振興財団
体験型事業のための場の提供

山梨県富士技術工業センター
織物製造全般に係る技術支援

杉野服飾大学
体験型事業の企画支援

武藤㈱
織物製造

NPO法人ものづくり支援機構
工芸作物の栽培等に係る技術支援

▲

【共同申請者】
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【関東ブロック】大生機設株式会社（静岡県静岡市） 

富士山高原発ナチュラルチーズの開発および販売 

大量に廃棄される生乳を有効活用したいとの思いを共有する食品機械メーカーと酪農農家が連携を図り、

熟練した技術を必要としない国内初の小型チーズ製造機械を開発し、日本人の味覚にあった風味をもつナ

チュラルチーズを開発。 
-平成 21 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

平成 18 年に、大生機設㈱の代表取締役の尾

形昭生氏が、テレビで北海道の酪農農家が大量

に生乳を廃棄していることを知り、その有効活

用が図れないかを模索していた。 

一方、㈲井出種畜牧場では、経営の安定化を

図り、事業承継を進めていくため、付加価値の

高い乳製品の製造・販売を検討していた。そこ

で、アイスクリーム加工機械などの取引実績が

ある大生機設㈱に、廃棄される生乳を活用した

チーズ製品開発への協力を打診した。大生機設

㈱はそれまでチーズ製造機械の開発経験がな

かったものの、生乳廃棄の現状を憂慮していた

こともあり、連携して取り組むこととした。そ

のような中、支援機関のしずおか信用金庫およ

び商工会連合会の担当者より、農商工等連携事

業の紹介があり、申請を行うこととなった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業では、大生機設㈱が小型チーズ製造機

械の設計開発を担当し、㈲井出種畜牧場がナチ

ュラルチーズの商品開発を担当するという役

割分担を明確にしている。農商工連携では、農

林漁業者が商工業者に原材料を提供し、それを

加工・販売することが多いが、本事業では、㈲

井出種畜牧場が大生機設㈱へナチュラルチー

ズの原材料となる生乳を提供するのではなく、

小型チーズ製造機械に求められる機能や仕様

などを伝え、それを機械の設計開発にフィード

バックするというユニークな体制がとられた。 

商品開発されたナチュラルチーズは、㈲井出

種畜牧場のグループ会社である㈱いでぼくの

販路を活用し、同社の直営店や大手スーパーな

どで販売されている。 

【いでぼくチーズ：写真中央】 

 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

これまでのチーズ製造機械は、高価な大型輸

入機械が主流であり、チーズの発酵段階を管理

する熟練した技術者を必要とするなど、中小の

酪農農家が導入す

るには、設備面、人

材面でハードルが

高かった。そこで、

大生機設㈱では、㈲

井出種畜牧場の意

見を参考に、小型で

熟練技術を必要と

せず、チーズ製造の

全行程をまかなえ

る装置（チーズバッ

ト 100 リットル）

【小バットくん】 
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を開発した。さらに、開発を通じて得たノウハ

ウを活かし、より小型で取り扱いが容易な「小

バットくん」を開発し、手動式モッツァレラモ

ルダー・パレットミキサーとあわせたチーズ製

造入門セットとして販売を行っている。 

 
  

活用した支援策 
 

大生機設㈱は、中小企業庁の補助制度を活用

し、小型チーズ製造機械の開発や国際食品工業

展（FOOMA JAPAN）等への出展を行った。

㈲井出種畜牧場では、チーズ商品のカタログや

パンフレットの製作を行った。 

なお、事業開始時に、同制度を活用し、チー

ズ製造の実態を把握するため、両社でイタリア

をはじめ欧州各国のチーズ工場などを視察し

たことが、その後の開発に大きく貢献している。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

FOOMA JAPAN への出展等を通じて、大

手乳業メーカーをはじめとした商談の機会を

得、小型チーズ製造機械の販売も順調に推移し、

本事業計画の目標に近い水準に達している。 

また、本事業の取り組みにより、チーズ製造

機械の取り扱いが増え、大生機設㈱の主力分野

に成長し、チーズ製造機械メーカーとしての方

向性が明確となった。 

一方、㈲井出種畜牧場のチーズ開発への取り

組みは、富士山高原の周辺酪農農家にも影響を

与え、富士宮チーズバレーが構築されるに至っ

た。大生機設㈱の小型チーズ製造機械が順次導

入され、オリジナルチーズが商品化されるなど

の新たな動きにつながっている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

大生機設㈱では、生乳の有効活用を推進する

ため、チーズ製造体験会を定期的に開催し、チ

ーズ製造の普及啓発を行っている。 

今後は、「小バットくん」を中心に、レスト

ランやベーカリーなどでのオリジナルチーズ

の製造を働きかけていく。現状では、原材料で

ある生乳の入手ルートが限られていることが

課題となっているが、潜在需要は高いと感じて

おり、入手が容易になれば、一層普及が進むこ

とが期待される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：大生機設株式会社 

所 在 地：静岡県静岡市葵区新富町 6-11-5 

電話番号：054-251-2954 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

大生機設㈱

システム設計・開発
（チーズ製造ノウハウの構築）

(有)井出種畜牧場

新チーズ商品の開発
（高品質な生乳生産技術の活用）

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

【連携参加者】
㈱いでぼく 乳製品販売ルート

連携体

㈱
い
で
ぼ
く
直
営
店

大
手
ス
ー
パ
ー
・
商
業
施
設

高
速
道
路
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ

【共同申請者】

▲
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【関東ブロック】合同会社からいすけ本舗（新潟県湯沢町） 

プロの料理人たちによる「からいすけ料理」を通じた地域活性化 

湯沢地域内の旅館や飲食店などのプロの料理人と農業者グループとの連携により、地域の伝統野菜であ

る「かぐら南蛮」を用いた調味料等の加工品の商品化と、かぐら南蛮を活用した料理の普及を通じて、地域

の活性化を図る。 
-平成 21 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

平成 19 年ごろ、湯沢温泉通りの飲食店経営

者の田村惠司氏は、古くから地域で栽培されて

いた唐辛子である「かぐら南蛮」と自家製味噌

を合わせた調味料「からいすけ」を自店舗で提

供し、好評を博していた。 

そこで、食文化を通じた湯沢地域の活性化を

目指す、湯沢温泉通り事業協同組合の執行部有

志として、当時の理事長の田村氏をはじめ、旅

館経営者の富井松一氏と飲食店経営者の上村

芳実氏により、かぐら南蛮を用いた「からいす

け料理」の普及を目的として、平成 20 年に(同)

からいすけ本舗が設立された。 

同じ時期に、観光庁の観光圏整備事業への申

請を検討していた際、農商工等連携事業の存在

を知り、初年度に事業計画を申請したものの、

夏季に閑散期となるスキー場を活用したかぐ

ら南蛮の栽培という事業内容では農林漁業者

の役割が明確でなく、農林漁業者が法人格を持

たない点も課題となり、認定には至らなかった。 

そこで、原料のかぐら南蛮を安定的に供給で

きる農林漁業者として、平成 21 年４月に若手

農業者が設立した農業組合法人滝の又農産と

連携することとし、再度事業計画を申請し、同

年 10 月に認定を受けた。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

(農)滝の又農産が栽培したかぐら南蛮を全量

買い入れ、湯沢町の体験工房で製造した味噌を

用いて、からいすけ本舗の加工施設で商品を生

産し、同社が販売している。 

からいすけの販路については、観光客に提供

する料理への活用や土産物品として、地元での

消費を主眼に置き、ネット通販や地域外での販

売は積極的に行わず、湯沢温泉の各旅館や飲食

店、新幹線駅構内や高速道路パーキングエリア、

地元スーパーなどでの販売を中心としている。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

新潟県内では、上越市の唐辛子を用いた調味

料「かんずり」が有名だが、魚沼地域にもかぐ

ら南蛮の食文化が根付いており、「からいすけ」

を活用したレシピを開発している。 

また、かぐら南蛮は緑色の実と完熟した赤色

の実では風味が異なるため、商品も緑色の実を

用いたものと赤色の実を用いたものの２タイ

プを開発している。 

 

【かぐら南蛮の収穫風景（左）と「からいすけ」（右）】 
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活用した支援策 

 

からいすけ本舗は、平成 21 年 10 月の認定

後、平成 23 年度までの、3 年にわたり補助金

の採択を受けた。同時期に進めていた観光圏整

備事業の取り組みの経験から、補助事業の実施

にも慣れていたため、適切な計数管理のもと、

加工設備のほか、パンフレット、ポスター、チ

ラシなどの販促物やパッケージのデザインや

資材などに充てた。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

５年間の事業計画において、４年度目で単年

度の計画（約 1,000 万円）に対して約 120％

の売上を達成し、最終年度も計画を達成できる

見通しとなっている。全期間を通じた計画目標

（3,874 万円）に対しても平成 25 年９月時点

で約 60％の売上を達成している。 

また、連携先である(農)滝の又農産からのか

ぐら南蛮の仕入額も増加し、２期目で約 145

万円、４期目で約 168 万円となった。 

このほか、平成 23 年より始まった新潟県旅

館ホテル組合主催の「にいがた朝ごはんプロジ

ェクト」において、地域内の旅館の朝食でから

いすけが提供されることとなり、旅館への販路

も拡大した。このほか、全国ネットのテレビ番

組に取り上げられ、テレビ局が行う通販商品に

加えられたことから、売上が一気に伸びたほか、

地元での認知度が飛躍的に高まり、口コミを通

じて他地域への贈答品としての利用も増えて

いる。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後は、事業規模を急速に拡大せず、当面は

現在の品質を維持しつつ、湯沢町内での自家消

費や飲食店での利用促進を目指している。湯沢

地域は首都圏とのアクセスも良好なため、冬季

にはスキーで多くの観光客を引き付けている。

湯沢に訪れないと味わえない、買えないという

希少性を大切にしつつ、地域への入込客数増加

に寄与するような販路を重視している。 

また、からいすけに加え、かぐら南蛮を活か

した商品ラインナップの拡大に向け、精力的に

研究開発を進めている。かぐら南蛮を用いたジ

ャムが商品化に至ったほか、麹や柿酢と組み合

わせた調味料や、かぐら南蛮を練りこんだバタ

ー、粉末化したかぐら南蛮などの開発にも取り

組んでいる。将来的には、多品種展開による売

上規模の拡大に伴い、町役場との連携による地

域としての生産体制の整備も期待されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：合同会社からいすけ本舗 

所 在 地：新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 488-1 

電話番号：025-784-2540 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

(同)からいすけ本舗

開発製造技術・販路

(農)滝の又農産

伝統野菜の栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

湯沢かぐら南蛮生産者グループ
かぐら南蛮の栽培技術・生産

【連携参加者】

NPO法人ゆ・湯沢温泉旅館商業協同組合・湯沢温泉通り(事)
からいすけ料理の普及・促進

連携体

旅
館
・
飲
食
店
・

観
光
客
等

▲

【共同申請者】
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【関東ブロック】有限会社佐白山のとうふ屋（茨城県笠間市） 

茨城大豆在来種（たのくろ豆）を活用した大豆関連商品の開発 

地域伝来の農林水産物や産業技術の認知度を向上するため、家族経営の豆腐屋が、茨城県の“在来種”

である「たのくろ豆」を活用し、大豆本来の持つ風味や甘味を味わうことできる大豆関連商品を開発。 

-平成 24 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

㈲佐白山のとうふ屋は、平成 16 年の創業以

来、昔ながらの手づくりや対面販売の豆腐が評

判を呼んで、数多くのメディアにも登場してい

る家族経営のとうふ屋である。 

東日本大震災の発生後の平成 23 年７月、「茨

城の茨城たる新しい豆腐」を提案してほしいと

の常連客からの依頼を受け、茨城県農業総合セ

ンター農業研究所を訪ねて在来種に関するデ

ータを入手し、県内各地を訪ね歩き、つくばみ

らい市で、在来種「たのくろ豆」の生産農家に

行き着いた。そこで、この豆を分けてもらい豆

腐を作ったところ、大変美味しい豆腐ができた。 

ちょうど同じ時期に、茨城県内で既に農商工等

連携事業の認定を受けていた飯島畜産㈱より、

農商工等連携事業の紹介を受け、同事業に取り

組むこととなった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

豆腐作りには通常、品種改良された“奨励品

種”の大豆が使われる。大量生産が可能なだけ

でなく国から補助金が出るため、ほとんどの大

豆農家は“奨励品種”以外は作らない。一方、

品種改良されていない“在来種”の大豆は、採

算が取りにくく個人農家は自己消費のために

作るだけで市場に出回る事が少ない。しかし、

“在来種”は品種改良されていないだけあって、

大豆本来の風味や甘味を濃く味わうことがで

きる。そこで、㈲佐白山のとうふ屋では、東日

本大震災後の茨城の未来を考え、郷土を誇れる

「茨城の茨城たる新しい豆腐」をつくるため、

茨城県の在来種「たのくろ豆」を使用した大豆

関連商品の開発に取り組んでいる。 

茨城県内の４軒の個人農家から「たのくろ

豆」を仕入れ、「たのくろ豆」を使用した豆腐

をはじめとした大豆関連商品を開発し、販売し

ている。また、笠間市、茨城県観光物産協会が

取り組みのＰＲ、茨城県商工会連合会、笠間市

商工会、つくばみらい市商工会が事業計画の作

成支援等を行っている。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

㈲佐白山のとうふ屋は、「たのくろ豆」を使

った豆腐、甘納豆、油揚げ、生ゆば、味噌の５

種類の商品を店頭販売している。 

いずれも、大豆本来の持つ風味や甘味が特徴

の商品となっている。 

【たのくろ豆を使った豆腐】 
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活用した支援策 

 

㈲佐白山のとうふ屋では、中小企業庁の補助

制度により、冷却装置を購入するとともに、各

種販売促進活動の費用、商品や豆腐づくりを説

明する店内設置のボード作成費に活用してい

る。 

また、中小企業基盤整備機構のハンズオン支

援を通じて、販売促進や飲食店舗のプロデュー

スに関して多くの実績を持つ専門家から実践

的なアドバイスを受け、魅力的な店づくりを進

めている。 

なお、平成 23 年には、農林水産省の「６次

産業化先導モデル育成事業（復興関連事業）」

に認定され、同事業の補助金を、豆腐を固める

プレス設備の購入と、手狭だった工場の新設費

に活用し、平成 24 年 12 月に、隣接地に新工

場を建設している。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

中小規模の豆腐屋は、大量生産の大手豆腐メ

ーカーや、低価格販売のスーパーに押されて売

上げが低下し、減少の一途を辿っている。そう

したなか、㈲佐白山のとうふ屋は、これまで順

調に成長している。 

農商工等連携事業を通じて商品開発・新事業

展開に係るノウハウを獲得するとともに、売

上・収益を増加し、同事業の付加価値額、及び

総売上高のいずれの目標も達成している。 

また、㈲佐白山のとうふ屋では、笠間市内の

畑で「たのくろ豆」の種まきから除草作業・収

穫・選別に至るまでの農作業と、自分で作った

大豆により、豆腐づくりを体験する「カサマメ

☆プロジェクト」を企画・実施している他、「た

のくろ豆」を使用した大豆関連商品が、笠間市

のブランドとして「かさまの粋」に認証される

など、地域の農林水産物や産業技術等について

の認知度向上にも寄与している。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

㈲佐白山のとうふ屋では、平成 26 年を、家

族経営の豆腐屋から、小規模でも質の高い企業

へと展開するチャレンジの年と捉えている。店

頭販売以外にも販路を広げていくほか、豆腐は、

赤ん坊からお年寄りまで全ての世代が食べる

ことができる数少ない高品質のタンパク質で

あることに着目して、新たな豆腐づくりにもチ

ャレンジしていく予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】    事業者名：有限会社佐白山のとうふ屋 

所 在 地：茨城県笠間市笠間 2810 

電話番号：0296－72－3072 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

㈲佐白山のとうふ屋

新商品開発、新販路開拓

個人農家４者

大豆在来種の栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

茨城県農業総合センター農業研究所
在来種に関するデータ提供

【連携参加者】

笠間市、茨城県観光物産協会
取り組みのＰＲ等

連携体
大
豆
関
連
商
品
市
場

▲

茨城県商工会連合会
笠間市商工会

つくばみらい市商工会
事業計画作成支援等

【共同申請者】※うち１者
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【中部ブロック】ミナミ産業株式会社（三重県四日市市） 

にがり農法による大豆・米の生産とその加工食品群の製造販売 

三重大学の支援のもと斎藤農場と連携して尾鷲深層水のにがりを利用した栽培技術を確立し、高い品質

の大豆、米の栽培を普及させるとともに、高品質な大豆パウダー、米粉パウダーとその加工食品を開発。 

-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

ミナミ産業㈱は、平成７年に大豆を丸ごと原

料として豆腐をつくる画期的な豆腐製造プラ

ントを販売した。このプラントを使うと、廃棄

物となるおからを出すことがなく、栄養価の高

い豆腐をつくることができる。しかし、製造さ

れた豆腐は粉っぽくて風味が悪いという欠点

があった。大豆の品質にブレがあることが原因

であり、その問題を解決するため、国産大豆の

品質向上と安定を目指し、独学で大豆の栽培方

法の勉強を開始した。そこでにがりを活用した

栽培方法（にがり農法）を見出し、自ら試験栽

培を行った。平成 16 年に三重大学の梅崎教授

と出会い、にがり農法について共同研究を開始

した。その基礎研究の結果、にがりの大豆栽培

への効果を確認することができたため、三重大

学、地域の農家と共に、にがり農法による大豆

栽培に取り組みはじめ、本格的に栽培できる目

途が立った。そこで、尾鷲深層水のにがりを利

用して大豆等を栽培し、自社の微粉化技術で粉

砕して大豆パウダーを製造するとともに、パウ

ダーを使った豆腐等の加工食品を開発するビ

ジネスを展開すべく、農商工等連携事業に取り

組むこととした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業は、にがり農法による大豆等の生産を

四日市市及び周辺地域に普及させることと、大

豆丸ごと微粉化技術を使った加工食品の用途

開発と販路開拓を行い、地域を活性化すること

を目的としている。 

そのために、斎藤農場は、三重大学やにがり

部会等の生産者とともに、深層水から抽出した

にがりを使ったにがり農法による大豆、米の栽

培を確立して、普及に取り組むとともに、消費

者に栽培に関する情報を開示できる仕組みを

確立する。ミナミ産業㈱は、にがり農法で栽培

した大豆、米を超微粉化技術でパウダー製品に

加工し、それらを使った新たな加工食品を開発

し、その市場開拓に取り組む。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

ミナミ産業㈱が保有する大豆を超微粉化す

る技術を使い、にがり農法で栽培した大豆を丸

ごとパウダー化した商品「ロハソイパウダー」

を開発した。このパウダーは粒の形状が丸く、

粒度も細かく揃い、ロットによるばらつきもほ

とんど無い。この大豆パウダーを使うと、おか

らを排出せず、大豆がもつ栄養を余すこと無く

「大豆まるごと豆腐」や「大豆まるごと豆乳」

をつくることができる。 

【大豆まるごと豆腐】 
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また、この大豆パウダーを使った特殊な油あ

げの製造装置を開発し、特許を取得した。 

さらに、加工食品として大豆のミックス粉を

開発しており、高蛋白、ヘルシーで口どけが良

い。米国ではグルテンフリーのミックス粉がダ

イエットの面で注目されているが、大豆のミッ

クス粉を使ったケーキ等は、従来品よりダイエ

ット効果が期待できる。 

 
 

活用した支援策 
 

中小企業庁の補助制度を活用して微粉化技

術のブラッシュアップと商品開発を実施した。

さらに、開発した大豆パウダー、米パウダーの

販路開拓のため、食品関連の展示会に出展した。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

ミナミ産業㈱は、本事業に取り組んだことに

より、農業者との連携を深めることができた。

にがり農法により大豆等を栽培する地域が広

がり、三重県内や鹿児島県の農家も新たに加わ

った。その結果、にがり農法の栽培面積が30ha

から平成 22 年には 160ha まで増加した。輸

入大豆に比べると高価格であるが、丸ごと豆腐

にすると大豆より多くの量が発生するおから

の廃棄物を無くすことが可能であり、大豆を高

付加価値化することができる。 

大豆パウダーの売上は、２年目以降順調に成

長しており、目標を上回っている。この豆腐製

造プラントは侵漬工程がなく熟練者がいなく

ても安定的に豆腐をつくることができるため、

導入店舗が増加しており、ロハソイパウダーの

需要が拡大している。 

農商工等連携事業計画の認定を受けたこと

で、取引先等からの信頼性が高まった。また、

中小企業基盤整備機構が発表した取り組み事

例集を通じてマスメディアの目にとまり、新聞

記事に掲載され、新規先から問い合わせも増え

るといった宣伝効果が現れている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

にがり農法を地域にさらに普及させるとと

もに、豆腐工場向けに新型設備の開発や海外の

販路開拓に注力することで、さらなる発展を目

指している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【代表者の連絡先】  事業者名：ミナミ産業株式会社 

所 在 地：三重県四日市市東新町 3-18 

電話番号：059-331-2158 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

ミナミ産業㈱

大豆・米パウダーの加工技術

斎藤農場

にがり散布大豆・米栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

福岡女子大学栄養健康科学科
野口孝則准教授

健康有効性に関する知識、研究
データ

【連携参加者】

天春文篤、市川哲夫、森島治夫、
山川友志、㈱陽光園
にがり散布大豆・米栽培技術

連携体

米
加
工

食
品
市
場

大
豆
加
工

食
品
市
場

▲

三重大学生物資源科
梅崎輝尚教授

大豆栽培に関する技術的な知識、
データ

【共同申請者】
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【中部ブロック】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 

企業や商品等のブランドをプロデュースする事業者が、沖縄原産の「ハリツルマサキ」を品種改良した、赤い

ハートの実をつける「ハートツリー」に着目し、生産者と連携のうえブランド商品として開発し、販路を拡大。 

-平成 22 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

㈱ブランディングは、店舗デザイン、グラフ

ィックデザイン、ウェブデザイン等を通じて、

企業や商品等のブランドをプロデュースして

いる会社である。 

当初、同社は、沖縄原産の「ハリツルマサキ」

を品種改良した、赤いハートの実をつける「ハ

ートツリー」を開発した澤田農園より、販促ツ

ールであるパンフレットやウェブサイトのデ

ザイン業務を受託していた。ハートツリーの売

上は伸び悩んでいたが、㈱ブランディングは、

商品力の高さを確信していたため、澤田農園と

の連携により、農商工等連携事業を活用し、ブ

ランドの再構築や販路拡大等に取り組むこと

とした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

商品コンセプトの検討段階で、ハートツリー

を従来のように園芸商品として販売すると、農

家側に販売価格の決定権がなくなるため、同社

は農家側にも利益が出る仕組みとしてギフト

商品での販売を前提とし、価格設定やパッケー

ジ作成を行った。 

㈱ブランディングは、これまで地域の展示会

参加や、自社での店頭販売等を実施していたが、

月に数個程度しか売れず、販路開拓の課題に直

面していた。そこで、全国メディアでの発信に

注力し、全国に向けた販路開拓を進めることと

した。 

しかし、販売促進費を十分確保できず、テレ

ビ CM 等を作成できなかったため、実質無料で

ある記事広告（パブリシティ）をターゲットに

展開した。 

このような取り組みが功を奏し、情報雑誌の

ウェブ版に取り上げられたことが契機となり、

有名総合ポータルサイトのニュースのトップ

ページに記事が掲載された。母の日のタイミン

グとも相まって、１日に数個程度の注文だった

ものが、1,000 個以上へと急増した。その後も、

定常的にメディアへの情報発信を続け、取り上

げられることで売上を伸ばした。 

また、共同申請者である澤田農園は、ハート

ツリー以外にも、６次産業化・地産地消法に基

づく総合化事業計画の認定を受けた「四つ葉の

クローバー」を生産するなど、新たな農産品の

創造に向け、積極的に活動している。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

ハートツリーは、澤田農園により、10 年に

わたる品種改良により開発されている。また㈱

ブランディングと澤田農園が共同で考案した

コンセプト・キャッチコピーは、「花言葉は『小

さな幸せ』。誕生日や母の日、お中元に結婚祝

いなど大切な人へのプレゼントに最適です。」

としている。 

また、「育てる喜び」を伝えるために、商品

に同封するパンフレットや専用ホームページ

に詳細な育成方法を掲載しているほか、消費者

に商品コンセプトをより明確にアピールする

ため、「幸せの育て方」という絵本を制作し、

商品に同封している。 
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「社会貢献活動～幸せの輪活動～」として、

ハートツリー50 個購入ごとに、ハートツリー

1 個を児童養護施設にプレゼントする取り組み

や、子ども達への花育活動等を行っている。 

【ハートツリー】 

 

 
 

活用した支援策 
 

㈱ブランディングは、中小企業基盤整備機構

が主催する商談会への出展等を通じて、百貨店

や卸業者とのマッチングに対する支援を受け

た。これにより、商談機会が増加し、大手地元

百貨店とも商談成立に至っている。 

また、中小企業庁の補助制度を活用し、関連

する業界の大規模展示会等に出展し、商品パン

フレットを配布し、業界への認知度を高める取

り組みも行っている。 

  
取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

ハートツリーの売上は、３年の事業期間が終

了した時点で、本事業計画の各年における目標

の 1.8～2.6 倍の実績を達成している。 

新聞やＴＶ等のメディアに取り上げられて

いることから、売上は順調に伸びている。ツイ

ッターやＳＮＳも活用しており、口コミでの認

知度の向上も売上に貢献している。 

本事業を活用した展示会への出展を通じて、

企業の認知度も向上した。また、国や自治体が

主催するフォーラム等において、農商工連携の

取組事例として紹介される機会も増えたこと

から、企業の信用度も向上している。 

また、地域へもたらした効果として、市内の

障害者施設に出荷業務を委託し、雇用創出にも

つながっている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後は、国内での更なる販路拡大とともに、

海外展開も視野に入れている。澤田農園では、

既に、一部海外での種苗登録を取得し、現地で

のテスト栽培も試みている。また㈱ブランディ

ングにおいても、海外での商標権の取得に向け

た検討を進めている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社ブランディング 

所 在 地：愛知県半田市更生町 1-48 

電話番号：0569-24-8411 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

㈱ブランディング

ハートツリーのブランド化
ノウハウ・販路

澤田農園

ハートツリーの栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体

花
屋
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

【共同申請者】
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【近畿ブロック】株式会社ユーティ化粧品（大阪府大阪市） 

沖縄宮古島産アロエベラを使用した新化粧品の製造販売 

無添加で肌にやさしい化粧品を提供したいとの思いから創業した化粧品メーカーが、独自の製造技術を開

発し、宮古島産のアロエベラ生産農家等との連携のもと、水を使わない無添加化粧品を開発。 

-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

㈱ユーティ化粧品は、平成 17 年 6 月に創業

された会社で、無農薬にこだわった化粧品の製

造・販売に取り組んできた。 

同社設立後、コラーゲンを多く含み、美白や

保湿性に優れるとされるアロエを主原料とし

た商品開発を検討し、全国の産地をたずねる中

で、豊かな珊瑚礁に囲まれた地質を持つ宮古島

にて、無農薬で栽培されているアロエベラ（ア

ロエの一種）の品質の高さに注目した。そこで、

宮古島のアロエベラ生産者と連携し、新たな化

粧品の開発・販売を行うこととした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

アロエは、肌に有用な成分を多く含むため、

化粧品の主原料としてしばしば用いられるが、

独特の匂いがあるために、多量に含有すること

が難しかった。本事業では、ユーティ化粧品が

開発する無臭のアロエベラ葉水を製造する特

許技術を用い、添加物や防腐剤等を含まない化

粧品の開発・販売を行うものである。 

また、取り組みは、ユーティ化粧品と、島の

農産物の流通・加工を通じて地域活性化に取り

組むコーラルベジタブル社、そして、宮古島の

アロエベラ生産組合等との連携のもと行われ

た。アロエベラ生産組合は、無農薬の有機肥料

を用いたアロエベラの特別栽培を行い、コーラ

ルベジタブル社が、ユーティ化粧品の特許技術

を活かし、無臭のアロエベラ葉水を生産する。

そして、ユーティ化粧品のグループ会社である

㈲パーソナルフードサービス社が、沖縄県の販

路を活用し、ユーティ化粧品が関西圏や首都圏

の自社の販路を活用し、沖縄県産品としてのブ

ランド化をすすめるとともに、県内での地産地

消も推進する。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

㈱ユーティ化粧品が開発した「低温濃縮蒸留

製法（特許製法）」により、アロエベラ葉水の

保湿・浸透性が向上し、「宮古島のうる肌アロ

エ化粧水」と「あわわ洗顔料」を商品化した。 

原料は、無農薬栽培の宮古島産アロエベラが

使われている。また、通常化粧水は、微量の有

用成分を水で濃縮還元する製法が多いが、本化

粧水は、化粧品としての必要最低限の防腐剤が

含まれるものの、原材料の 98％がアロエベラ

葉水であり、‘水を一切使わない’化粧水であ

る。また、宮古島で生産から製造まで対応して

おり、安全・安心面でも訴求力の高い商品であ

る。 

【あわわ洗顔料】 
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活用した支援策 

 

商品の販売に向け、㈱ユーティ化粧品は、中

小企業基盤整備機構のサポート等を受けなが

ら、首都圏近郊の百貨店の催事や、バイヤー商

談会・個別相談会等への参加機会を得て、通年

取り扱い等の商談成立に至っている。通常小売

店は、化粧品をシリーズ一式で取扱い、陳列を

希望することが多いが、同社は助言をふまえ、

商談で商品価値を的確に伝え、開発した商品が

数点であっても、オーガニックコーナーの新設

や、そこでの陳列等を実現している。 

また、中小企業庁の補助制度を活用し、沖縄

県の主要交通機関等にポスターを掲示し、農林

漁業者や県内外消費者の商品認知度を高める

取り組みも行っている。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

完成した商品は、東京・大阪・沖縄を中心に

販路拡大を図っている。売り上げは徐々に増加

しており、本事業計画の目標は達成している。 

また、産地へもたらした効果として、宮古島

のアロエベラ生産組合の参加者は、当初 10 農

家だったが、現在は約 30 に増加している。こ

の背景に、沖縄県内を中心としたプロモーショ

ン活動がある。本事業では、生産拠点である沖

縄県内の交通結節点や車両等におけるポスタ

ー掲載等を通じた PR 活動を行った。これによ

り、連携した農業者も、本事業により開発した

商品を地元で目にする機会が増えている。これ

は、事業者のモチベーション向上へ結びつき、

アロエベラの品質向上にも寄与したほか、同地

の農業後継者の関心を惹起するきっかけにも

なった。今後は、耕作放棄地の減少等に結びつ

いていくことも期待される。 

また、沖縄県内での広報は、地産地消の推進

のほか、全国各地の観光客が目にすることで、

全国からの問い合わせも増えつつある。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後、㈱ユーティ化粧品は、肌にやさしい無

添加アロエベラを使った商品のラインナップ

を増やしていく予定である。 

また、今回得た連携ノウハウを糧に、新たな

農産品に着目した農商工等連携事業に取り組

むべく、近畿地方の産地との連携を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】   事業者名：株式会社ユーティ化粧品 

所 在 地：大阪府大阪市北区豊崎 6-9-9 

電話番号：06-6371-8817 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

㈱ユーティ化粧品

アロエベラ葉水の
匂いを取り除く技術

㈱ｺｰﾗﾙ・ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ

アロエベラ葉水
生産管理

㈲パーソナルフード
サービス

沖縄地域の
企画・販売

砂川氏、仲宗根氏

アロエベラ生産

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

宮古島アロエベラ生産組合
アロエベラ栽培技術

【連携参加者】 大阪市立大学
アロエベラ葉水の研究

化
粧
品
市
場

▲

【共同申請者】
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【近畿ブロック】株式会社西山酒造場（兵庫県丹波市） 

甘酒とヨーグルトを組み合わせた新たな健康飲料の開発と販売  

清酒製造技術で造る清酒用麹と厳選された牛乳から造るヨーグルトを融合させた、甘酒ヨーグルトを開発・

販売。                                                 

 -平成 21 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

酒造業界の経営環境は、決して良好とは言え

ない状況にあり、㈱西山酒造場は、新たな事業

に取り組む必要性を感じていた。そうした中、

麹の持つ力と可能性に着目し、これまで酒造り

一筋に取り組んできたが、初めて非アルコール

分野への進出を計画した。 

㈱西山酒造場は、自然豊かな丹波地域へのこ

だわりを大切にする経営理念のもと、地元竹田

川の伏流水である蔵内の井戸水と、県内産酒米

を用い、地域の恵みを受けた酒造りを続けてき

た。可能な限り、当地の資源を活用した商品づ

くりを行い、同社の発展とともに、地域の活性

化に貢献したいとの想いから、連携先として兵

庫丹波酪農農業協同組合に協力を依頼するこ

ととした。兵庫丹波酪農農業協同組合の持つ高

い製造技術を活用し、㈱西山酒造場の甘酒を活

かしたヨーグルト飲料の開発に取り組むこと

となった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業計画は、㈱西山酒造場と兵庫丹波酪農

農業協同組合の 2 者による体制で開発・製造か

ら販売までを実施している。 

㈱西山酒造場が、甘酒ヨーグルトの企画・開

発を担当し、清酒用麹より製造した甘酒を兵庫

丹波酪農農業協同組合に提供している。同組合

は、甘酒を原料に、保有する製造技術とノウハ

ウを活かして甘酒ヨーグルトを製造し、㈱西山

酒造場に供給している。 

また、新製品の販売は、㈱西山酒造場が担い、

直販やインターネット販売、百貨店やスーパー

等店舗への卸など、同社の既存の多様な販路を

活用している。 

 

【甘酒ヨーグルトの原料となる酒米の稲刈り】 

～地元の小学生とともに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

甘酒ヨーグルトは、麹の持つ甘さを生かして、

糖類無添加の体に優しい甘さを実現するとと

もに、ヨーグルトの高い栄養価を取り込んだ商

品である。これまでの甘酒にはない麹と乳酸菌

のコンビネーションという新規性に加えて、健

康志向に対しても高い訴求力を持つ商品とな

っている。 

口コミを中心に購入者が拡大する中で、雑誌

等にも取り上げられる機会が増え、女性を中心

に市場が拡大。また、飲みやすさや栄養の高さ

などから、現在では、幅広い年齢層に受け入れ

られる商品へと成長している。 
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【甘酒ヨーグルト】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
活用した支援策 

 

商品開発にあたって、新たな機器の購入費用

や、顧客の声を集めるとともに、新製品普及の

一環として実施していた地域の子どもたちを

対象としたイベントと試飲会等の開催費用を

充足するため、日本政策金融公庫による低利融

資制度を活用して資金を調達した。これにより、

研究開発から商品化に至るまでのプロセスに

おいて、様々な資金需要を満たすことが可能と

なった。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

甘酒ヨーグルトの商品化と販路開拓を通じ

て、これまで㈱西山酒造場のアルコール飲料を

購入していた顧客に加え、アルコールをたしな

まない新規顧客も獲得したことにより、既存販

路での取引量の拡大を図ることができている。 

また、本事業を通じて、これまで酒造り一本

であったものが、米の発酵技術にはさらなる可

能性があるとの意識が、社員全員に浸透してき

ている。同社では、目下、発酵・醸造技術を活

かした他分野での商品開発にも取り組んでい

るが、これは社員からの提案によるものである。

甘酒ヨーグルトの商品化を通じて、新たな事業

に対する社員の取り組み意欲が高まっている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

同社では、開発当初より、商品力で顧客を獲

得することを重視している。甘酒ヨーグルトは、

顧客ニーズに対応した、高い商品力を有する商

品であり、今後の更なる市場拡大が見込まれる。 

麹の持つ力、可能性を考慮すれば、健康分野

の他にも、医療分野、化粧品分野など、様々な

分野での製品開発、新規事業が検討されるとこ

ろである。 

同社は、当地域を活性化することが自社の使

命と考えている。今後も、麹の可能性を模索し

つつ、できるだけ地域の資源を活用した商品開

発を進めていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社西山酒造場 

所 在 地：兵庫県丹波市市島町中竹田 1171 

電話番号：0795-86-0331 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

兵庫丹波酪農農業協同組合

甘酒ヨーグルトの製品開発

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体

百貨店・スーパー

ホテル・飲食店

インタネット販売

直販・ＤＭ・イベント販売

㈱西山酒造場

甘酒ヨーグルトの
製品設計・販売

【共同申請者】
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【近畿ブロック】株式会社たがみ（和歌山県田辺市） 

和歌山県南部熊野地域の熊野米のブランド化と加工品開発・販売 
コメの新品種（ヒカリ新世紀）の特別栽培米作付けの普及によって、「熊野米」の生産を拡大。同時に「熊野

米」のブランド化を図るため、「熊野米」と地元産品を使った加工品の開発と販路拡大に取り組む。  

-平成 22 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

世界遺産である「熊野古道」で有名な和歌山

県南部の熊野地域は、「めはり寿司」「さんま寿

司」「さば寿司」など、米食文化の豊かな地域

であるが、これらの料理も県外産のブランド米

に押されて、地元産米が活用される機会が減っ

ていた。和歌山県田辺市内で米穀店（平成２５

年に㈱たがみとして株式会社化）を営んでいた

田上氏は、こうした状況を打開するため、十数

年前から地産地消の推進や地域の食材のブラ

ンド化に取り組みたいと考えていた。当時、地

域力連携拠点だった田辺商工会議所に相談し

たことをきっかけに、平成 21 年７月に「一日

中小企業庁」が和歌山県田辺市で開催された際

に、田辺商工会議所から同イベントに参加して

いた中小企業基盤整備機構の農商工連携担当

者を紹介され、相談したところ、農商工等連携

事業の活用を勧められ新たな事業に取り組む

こととした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

熊野産米を用いた郷土料理を作り、さらには

新商品を開発し、地域の消費者や、大都市など

他の地域の人々にも熊野地域の米の美味しさ

を伝える「熊野米プロジェクト」がスタートし

た。 

同プロジェクトでは、コシヒカリよりも稲の

茎の長さが約 20 センチ短く、台風の多い熊野

地域でも育てやすいという特徴を持つ「ヒカリ

新世紀」という新品種の米を用いている。 

また、国内最大の梅の産地である田辺市周辺

地域の特性を稲の栽培にも活かし、梅干の調味

に使った残液を田んぼの抑草に活用し、農薬の

減量につなげている。 

そして、「熊野産米のブランド価値を高めた

い」という想いを共有する生産農家３軒の協力

を取り付け、また、県の農業試験場から梅干の

調味残液を活用した稲の栽培方法について、指

導を仰ぎ、自社を中心とした連携体制を構築し

ている。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

田上氏の本業は米の卸・小売であるため、「ヒ

カリ新世紀」を「熊野米」という地域のブラン

ド米として販売している。パッケージのデザイ

ンにあたっては、事業を実施する過程で知り合

った当時パリ在住の日本人デザイナーに依頼

した。既存の販路とは異なる新たな販売方法と

して、ネット通販や飲食店への卸を強化してい

る。 

また、米のままで販売するだけではなく、商

品の付加価値を高めるため、加工品の開発にも

力を入れており、熊野米と地元産品を使った加

工食品である「熊野米リゾット」を開発した。

「熊野米リゾット」は、地元で獲れるイサキや、

梅酢を活かした飼料で育てられた「紀州うめど

り」、地場産野菜などを使用した具材とスープ

のレトルトパックと加工した熊野米のセット

となっている。 
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【熊野米の販売用パッケージ】 （左：精米 右：リゾット） 

  
 

活用した支援策 
 

㈱たがみは、商品の開発・販売に向け、中小

企業基盤整備機構の専門家によるハンズオン

支援を活用している。同機構からの紹介で、農

商工関係のマッチングイベントにも参加する

機会を得て、販路拡大につながる商談が進んで

いる。また、地元の田辺商工会議所は、経営指

導員が金融相談から企業マッチング、事業計画

作成、補助金申請支援など事業全般について相

談にのり、きめ細かなサポートをしている。 

さらに、公益財団法人わかやま産業振興財団

の「わかやま中小企業元気ファンド事業」に採

択され、加工食品の開発に取り組んでいる。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

認定を受けた事業計画が進展したことで、平

成 25 年５月には「熊野米プロジェクト」に取

り組む農業法人を設立した。この法人化によっ

て、信用力が高まり、事業のスピードアップや

他社・他者との連携が容易となった。熊野米や

関連商品の売上は徐々に増加し、本事業計画の

目標を達成している。 

さらに、農商工等連携事業計画の認定を受け

たことで「熊野米プロジェクト」が地元の新聞

などで報道される機会が増え、昨年は全国ネッ

トのニュース番組で放映される機会もあった。

そして、平成 25 年 12 月には、農水省が主催

する「フードアクションニッポンアワード

2013」入賞という結果にもつながった。こう

してプロジェクトの認知度が高まり、生産に協

力してくれる農家が十数軒に増えている。参加

する農家が増え、作付面積が増えれば、耕作放

棄地の減少にも寄与することが期待されてい

る。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

㈱たがみが中心となって、消費者のニーズと

生産者のやる気を結びつけながら、「熊野米プ

ロジェクト」に賛同するさまざまなサポーター

を巻き込み、熊野米と地元産品にこだわった加

工品の開発に取り組んでいく。そして、自社で

生産から管理、検査、販売、流通、新商品開発

に取り組める体制を強化することとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社たがみ 

所 在 地：和歌山県田辺市湊 1196-6 

電話番号：0739-22-010 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

 道坂氏、大内氏、田上氏

農地および栽培技術

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

連携体

米販売店・飲食店

インタｰネット販売

直販・イベント販売

㈱たがみ

生産農家の顔が見える流通

【共同申請者】

【連携参加者】 和歌山県農業試験場 栽培指導
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【中国ブロック】ふるさと萩食品協同組合（山口県萩市） 

萩産多獲性・低利用度魚類を原料とした新規商材開発と販路開拓 

道の駅の運営事業者が、官民の連携体制のもと、漁獲量があるにもかかわらず、さまざまな事情からほと

んど市場に流通しない“雑魚”や“小魚”を使った加工品を開発【萩の地魚もったいないプロジェクト】。 

-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

ふるさと萩食品協同組合は、萩港に隣接した

道の駅「萩しーまーと」を運営するとともに、

萩市、山口県漁業協同組合、水産加工業者等と

連携して、萩港で水揚げされる“真ふぐ”や“あ

まだい”などの高級魚を原材料にした加工品開

発に取り組んでいた。これらの取り組みに加え、

平成 20 年度からは、漁獲量があるにもかかわ

らず、様々な事情からほとんど市場に流通しな

い“雑魚”や“小魚”の加工品開発や首都圏の

飲食店やスーパーへの PR 活動を行う「萩の地

魚もったいないプロジェクト」がスタートした。

このプロジェクトをベースとして、中国経済産

業局から紹介を受けた農商工等連携事業に取

り組むこととなった。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

低利用資源（魚種）を付加価値の高い商品に

加工し、首都圏の販路を開拓することで、漁業

従事者の所得を少しでも向上させるという難

しい課題にチャレンジする取り組みである。 

「萩の地魚もったいないプロジェクト」チー

ムのメンバーは、ふるさと萩食品協同組合、萩

市、山口県漁業協同組合、水産加工業者等の約

20 名である。ふるさと萩食品協同組合の中澤

駅長・専務理事がプロジェクトの“司令塔”を

務め、萩市が事務局として“調整役”を務める

官民一体の連携体制が整えられている。中澤駅

長・専務理事はかつて大手広告企業で培った、

マーケティング等の自らの知識と経験を活か

し、事業に取り組んでいる。 

ふるさと萩食品協同組合は、水産加工業者と

連携して千差万別な魚種に対応した試作品の

開発を行い、首都圏の展示会や商談会に出展す

る他、紀伊國屋やシェルガーデン等の一角で、

複数回にわたるテストマーケティングを行っ

ている。そして、中澤駅長・専務理事がレギュ

ラー企画を持つテレビ番組の情報コーナー、新

聞の連載記事などの他、ラジオやフリーペーパ

ー、ウェブサイトなど多岐にわたる媒体で加工

品の積極的な PR 活動を行っている。近年は有

名シェフとコラボレーションによるプロモー

ションも実施している。 

平成 21 年度には、萩市役所内に、萩ブラン

ド産品の首都圏等への流通開発を担当する専

門部署「萩ブランド流通開発室」が新設された。

同室の専任担当者はふるさと萩食品生活協同

組合に２年間出向し、中澤駅長・専務理事と常

に一緒に行動することで、商品開発から首都圏

の販路開拓、商品プロモーションなどプロジェ

クトの取組手法を習得し、萩市役所へと持ち帰

る仕組みとなっている。現在は２代目の専任担

当者が出向中である。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

オイル・ルージュ「金太郎のオイル漬け」は、

フランス料理に用いられる高級魚「ルージュ」

の近縁種、萩の地魚・金太郎を、オイルに漬け

込み地中海風にしたもので、独特の甘みと、骨

まで柔らかい食感が特徴である。 
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【オイル・ルージュ「金太郎のオイル漬け」】 

    
  

活用した支援策 
 

中小企業庁の補助制度を活用して、試作開発、

テストマーケティング、PR 活動を行っている。

また、萩産品の販路拡大を推進する萩市萩ブラ

ンド流通開発室とともに、開発した新商品の販

路拡大に取り組んでいる。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

開発した加工品群が各種全国区コンテスト

で上位入賞している。平成 25 年 11 月には、

観光庁主催「究極のお土産品評会」で、「オイ

ル・ルージュ」「オイル・ポニーフィッシュ」

の２品目が「究極のお土産」に選定された。同

年 12 月には、「萩の地魚もったいないプロジ

ェクト」が国産農産物の消費拡大の取り組み

「フード・アクション・ニッポン」の展開のた

めに創設された「フード・アクション・ニッポ

ン アワード」の流通部門優秀賞を受賞した。

これらの受賞以降、ふるさと萩食品協同組合で

は、百貨店等からの注文が増えている。 

また、「萩の地魚もったいないプロジェクト」

の取り組みを通じた水産資源の PR 効果もあり、

萩市のイメージが、「歴史的なまち」から「食

の宝庫」へと変化しつつある。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

中澤駅長・専務理事は自身の I ターンの経験

から、地域にしがらみのない第三者的な立場だ

からこそ、地域を冷静かつ客観的に評価でき、

地魚を利用した製品開発に結びついている。 

現在、加工の対象魚種は萩港で水揚げされる

250 種中 20 種であるが、主力魚種の水揚げ

も近年落ち込んでいることから、取り組みを通

じて水産業者の所得増加に結びつける重要性

はますます高まっている。そのためにも、今後

も本活動を継続し、地道に取り組むこととして

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【代表者の連絡先】  事業者名：ふるさと萩食品協同組合 

所 在 地：山口県萩市椿東 4160－61 

電話番号：0838-24-4937

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

ふるさと萩食品協同組合

製品化・加工・販路開拓・販売

山口県漁協はぎ統括支店

原料供給・加工

中小企業者

【代表者】

萩市商工観光部 経済再生・企業誘致推進課 萩ブランド流通開発室
萩ブランド産品の首都圏等への流通開発に関する各種支援（調整・情報発信等）

【連携参加者】

連携体
首
都
圏
市
場

▲

農林漁業者

㈱広松
水産加工

㈱井上商店
水産加工

萩海産物加工協同組合
水産加工

【共同申請者】
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【四国ブロック】有限会社遠藤青汁（愛媛県松山市） 

完熟トマトの醸造酢と青汁を活用した加工品の開発・製造・販売 

栄養成分を損なわずに青汁の飲みにくさを克服するため、完熟のトマトを醸造した食酢と青汁をブレンドし

たドリンク、ドレッシング、ゼリー等の加工品の開発と販路拡大に取り組んでいる。 

-平成 23 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

㈲遠藤青汁は、平成元年から愛媛県内で生の

青汁の宅配事業を開始した。生の青汁には独特

の喉ごしや臭いがあり、飲みにくいとのイメー

ジから販路拡大が難しく、大手食品メーカー各

社からも、果汁などを添加した飲みやすい商品

が販売されている。そこで同社は、原料のケー

ルの栄養価を損なわずに飲みやすい製品を開

発したいと考え、平成 17 年頃から新商品開発

に向けた連携先を模索していた。 

同社が中小企業基盤整備機構四国本部松山

事務所や愛媛県産業技術研究所へ相談した際、

農商工等連携事業の活用を勧められ、無添加へ

のこだわりや、自然由来原料を用いるといった

同社の理念と一致する事業者として、愛媛県内

子町で醸造業を営む森文醸造㈱を紹介された。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

愛媛県内子町は、農産品の付加価値化に積極

的な地域であり、道の駅を運営する㈱内子フレ

ッシュパークからりを拠点に、新たな名産品づ

くりが活発であった。同社は、地元のトマト生

産農家・藤岡氏らとともに、平成 20 年度に事

業計画の認定を受け、トマトソースやケチャッ

プへの製品化に成功していた。同社を通じて、

トマトの余剰品の活用を検討していた藤岡氏

と、道の駅に出品していた森文醸造㈱が連携し、

トマトを原料とした醸造酢の開発に成功して

いた。当初、㈲遠藤青汁はトマト酢の活用を想

定していなかったが、トマト酢を活用した飲み

やすい新商品づくりを模索していた森文醸造

㈱との連携により、両社の商品である青汁とト

マト酢を組み合わせた新商品開発に取り組む

こととした。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

青汁とトマト酢をブレンドした新商品は、見

た目から「青いトマト酢」と名づけ、森文醸造

㈱が生産した甘酒、ゆず果汁やアセロラ果汁も

加えて飲みやすい味に整えている。 

事業計画では、ドリンクタイプに加え、ドレ

ッシング、スティック状のジュレタイプなどの

商品展開を進め、最終的には医療・介護施設向

けの嚥下食用ゼリーの商品化を目指している。 

 

【青いトマト酢の商品ラインナップ】 

 
 
 
  

活用した支援策 
 

事業計画の認定後、㈲遠藤青汁では、中小企

業庁の補助金と日本政策金融公庫からの低利

融資を活用し、新商品開発を進め、事業計画ど

おりに取り組みを推進している。 

また、中小企業基盤整備機構のハンズオン支
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援を活用し、同機構四国本部が主催する販路開

拓をテーマとしたブラッシュアップセミナー

に参加し、商品デザインや価格設定などマーケ

ティングに関する課題を正確に把握すること

もできた。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

平成 23 年に青いトマト酢を開発後、ドレッ

シングタイプやジュレタイプも製品化に至っ

ている。事業計画期間は３年半であり、事業最

終年度の㈲遠藤青汁の売上目標は 500 万円と

見込んでいる。現状は半分程度にとどまるが、

同社の事業としてすでに黒字化し、同社におけ

る売上に占める新商品の割合も高まっている。 

また、事業計画認定後、同社は中小企業基盤

整備機構主催の会合や、展示会で知り合った西

日本地域の認定事業者との交流を通じて、新商

品開発に関する情報交換の機会が拡大した。 

さらに、トマト生産者の藤岡氏とも定期的に

相談の場を持ち、信頼関係を構築できている。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

㈲遠藤青汁の従来の主力商品である生の青

汁は消費期限が 3 日に限られ、宅配や全国の提

携店舗を通じて一般消費者に販売していた。今

後は販売チャネルを増やし、それぞれのターゲ

ットのニーズに即した商品を展開し、同社の新

事業として育てていくこととしている。 

現状では、「青いトマト酢」の販売エリアは

地元での宅配先や催事での販売が中心となっ

ている。ドレッシングタイプは、初心者向けを

意識し、百貨店をはじめとした小売店での販路

を模索している。また、ゼリータイプは、管理

栄養士との連携を通じて、医療・介護施設など

に対して給食への導入を働きかけている。 

さらに、製品の原料となるケールやトマトの

原産地である地中海地域や南米などへの販路

開拓も視野に入れている。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：有限会社遠藤青汁 

所 在 地：愛媛県松山市古川北 4-9-25 

電話番号：089-969-1200 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

(有)遠藤青汁

宅配顧客、販売店網
等の既存販路

森文醸造㈱

食酢の醸造技術、
食酢加工品の

製造技術

藤岡清一氏

トマトの生産技術、
設備、安定供給

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

㈱遠藤青汁高知センター
生青汁の供給

【連携参加者】
㈱内子フレッシュパークからり

トマトピューレの供給、保管

連携体

宅
配
・
販
売
店
・

自
社
店
舗
・

ネ
ッ
ト
通
販

▲ ▲▼

【共同申請者】
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【九州ブロック】株式会社おおやま夢工房（大分県日田市） 

地元産の梅を活用した「高級梅ジュース」の開発 

梅農家の所得向上及び地域振興を目的に設立された第三セクターが、地元の梅農家、研究機関や中小

事業者との連携を通じ、希少価値の高い樹上完熟の梅を利用した高級梅ジュース「Vibrato」を開発。 

-平成 20 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

山地が８割程度を占める日田市大山町（旧大

山町）では、「梅栗植えてハワイへ行こう」と

いうスローガンのもと、昭和 36 年より、山林

の斜面地を活かした梅栽培を始めた。これは、

大分県が昭和 55 年より行ってきた「一村一品

運動」の原点ともいえる活動である。また、農

業衰退の危機感から、当時の大山町長は、官と

民の垣根を越えた連携・協働を推進するための

担い手として、㈱おおやま夢工房を設立した。 

同社は、大山町の活性化を図るために町の情

報発信の拠点となる「おおやま生活領事館イン

福岡」（現「ひた生活領事館イン福岡」）を福岡

市に設置した。次に、梅農家の所得向上及び地

域振興を図るために梅を原材料とする商品開

発に取り組みはじめた。 

活動の一環として、平成 10 年には、ニッカ

ウヰスキー㈱との技術提携により高級梅酒を

開発し、仏ボルドーのワイン・フェスティバル

で高い評価を得た。以降、同社は、試行錯誤を

重ねて様々な試作品を開発する中で、高級梅ジ

ュースのニーズを掴んだことから、農商工等連

携による商品開発に取り組むこととした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業は、大山町産の梅を活用した高級梅ジ

ュースの開発及び販路開拓である。 

㈱おおやま夢工房は、商品に使う梅を、地元

の梅農家の中でも「樹上完熟」という製法を用

いた３軒を中心に、地域の 42 の農家等からな

る「おおやま梅出荷協議会」の協力を受けて調

達し、商品開発に取り組んでいる。また、この

際、協議会に対して市場価格より高い価格保証

制度を導入することで、高品質の梅の安定供給

を実現している。さらに、商品開発にあたって

は大分県産業科学技術センター、中村酒販㈱、

中村学園大学流通研究所等の支援を受けた。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

㈱おおやま夢工房が開発した「樹上完熟梅

vibrato」は、希少価値の高い「樹上完熟」の

南高梅を原料とし、梅酒専門蔵で製造した梅ド

リンクである。同ドリンクは、完熟梅特有の深

い色合いと、繊細な香りや味わいを有しながら、

クエン酸、リンゴ酸やビタミン C 等が豊富で、

健康意識が高まる消費者のニーズに合致した

商品となっている。 

 

【高級梅ジュース「樹上完熟梅 vibrato」】 
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活用した支援策 

 

㈱おおやま夢工房では、商品開発に中小企業

庁の「平成 21 年度新事業活動促進支援補助金

（農商工連携対策事業）」制度を活用した。同

社は、既に事業者等との連携により、様々な商

品開発等に取り組んだ実績を持つが、連携を通

じて地域活性化を目指す事業者にとって使い

やすい補助制度と評価している。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

「樹上完熟梅 vibrato」は開発された平成 22

年の翌年から、大手航空会社の機内販売品とし

て取り扱われることとなった結果、販売数は 2

万 7 千本に及び、当初の想定を大きく上回る売

上を達成し、収益も増加している。 

また、商品開発を通じて新たに醸造技術等の

ノウハウを獲得したほか、同社の認知度や知名

度も向上した。従業員の取組意欲も醸成され、

毎年新商品の開発を継続している。 

一方、連携先である梅農家の所得向上に貢献

した上、新たに雇用機会も創出している。 

こうした特産品開発等を通じて、同町を訪れ

る観光客等も増加しており、本事業は当初の目

的であった地域活性化に貢献している。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

商品は、インターネット通販「梅酒専門蔵」

をさらに活用し、今後もさらなる販路拡大を目

指していく。 

また、商品開発には、企画研究や技術開発、

マーケティング等多くの人材が必要であるが、 

㈱おおやま夢工房の特徴として、研究機関、企

業や消費者団体との連携を通じて人材確保の

課題を解決している。たとえば、同社では約５

年前から九州大学大学院生物資源環境科学府

の院生「夢社員」に商品開発を委嘱する取り組

みを始め、「夢社員」による提案の中から良い

ものを積極的に取り入れている。こうした取り

組みの中で、本来捨てられる梅の種の活用とい

うアイデアが生まれ、研究開発を積み重ねた結

果、梅の種を使った梅サプリメントが開発され

た。こうした人材を活用し、新たな商品開発へ

結びつけていく予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社おおやま夢工房 

所 在 地：大分県日田市大山町西大山 4587 番地 

電話番号：0973-52-3000 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 
㈱おおやま夢工房

生産設備、商品開発

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

中村学園大学流通研究所
新商品の市場分析

【連携参加者】

大分県産業科学技術センター
商品開発・分析等に関する

技術支援

連携体

飲
料
市
場

▲

河津祐一氏、黒川正輝氏、長尾善太郎氏

減農薬原料栽培ノウハウ

【共同申請者】

おおやま梅出荷協議会
減農薬原料栽培ノウハウ

ドットオノックス㈱
レシピによる試験製造・

生産工程の研究

中村酒販(株)
販売手法の助言等
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【九州ブロック】有限会社金子植物苑（福岡県久留米市） 

国内初・バニラビーンズの試作、開発、販路開拓 

ジェラートなどのスイーツには欠かせないバニラビーンズは、これまで国内で商業生産がなされてこなかっ

た。筑後地域では、園芸作物栽培技術に加え、独自の発酵・乾燥技術を確立し、日本ではじめて、バニラ

ビーンズの生産から加工まで手がける産地形成に向けた取り組みを進めている。 

-平成 22 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

筑後地域を中心に、園芸作物の栽培や観葉植

物のレンタル事業を手がけてきた㈲金子植物

苑の金子茂社長は、約 20 年前、大学院でラン

科の植物の研究に取り組み、その後ラン展等の

イベントに係るようになった。その頃、ラン科

のつる性植物であるバニラの展示を企画した

ことがきっかけで、バニラ栽培に関心をもった。 

バニラは、ジェラート等のスイーツに欠かせ

ないが、国内での商業生産はなく、メキシコ等

の原産地からの輸入に頼らざるをえなかった。

そこで金子社長は、平成 21 年に、久留米商工

会議所の「新久留米商人塾」等による支援のも

と経営革新計画の承認を目指す中、新事業とし

て自社のランの栽培技術を活かしたバニラの

栽培に取り組むこととした。また、農業者との

連携により、農業が盛んな筑後地域で栽培技術

を確立させれば、日本にバニラの産地が誕生し、

地域活性化に結びつくと考えた。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業計画は、国内で初めてバニラの生産か

ら加工までを手がけるための栽培方法と生産

体制を確立し、バニラの産地形成を図るととも

に、バニラビーンズ（バニラの種子）やバニラ

加工品を開発し全国の洋菓子店などへ販路開

拓を行うものである。 

金子氏は、「新久留米商人塾」を通じて、筑

後地域のいちご農家である池上農園とホワイ

トベリーと知り合った。両者の有する施設園芸

技術は、バニラ栽培に応用可能な上、いちご以

外の農作物による周年栽培を実現させること

で、生産性の向上や優れた農業人材の通年確保

等を図りたいと考えていた。そこで、バニラの

安定供給を通じて、周年栽培の実現・観光農園

等への事業展開が可能となると考え、栽培方法

の確立に向け、協力をすることとなった。 

 
 

新商品・サービスの特徴 
 

バニラ特有の豊かな甘い香りを引き出すた

めには、キュアリングと呼ばれる発酵・乾燥技

術が必要である。金子植物苑は、キュアリング

装置を導入し、独自の手法を確立するとともに、

農業者とバニラの栽培技術を体系化した。 

現在、「国産バニラビーンズ」や、北海道産

ビートグラニュー糖を使用した「バニラシロッ

プ テンサイ糖」、沖縄県産黒糖を用いた「バ

ニラシロップ 黒糖ミックス」などが商品化さ

れており、「バニラで久留米を」という思いで 

【Vanille de Kurume バニラビーンズ】 
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「Vanille de Kurume（バニーユ・ド・ク

ルメ）」の名でブランド戦略が展開されている。 

 
 

活用した支援策 
 

中小企業庁の補助制度を活用し、栽培マニュ

アルの作成や展示会への出展、ホームページの

作成・管理などを実施した。このほか、中小企

業基盤整備機構の専門家から提供される展示

会情報等を通じて販路開拓に積極的に取り組

んできた。 

また、事業計画の認定に向け、久留米商工会

議所は、バニラビーンズの生産体制確立のため

の「バニラプロジェクト」を立ち上げ、農業者

とのマッチングや、キュアリング技術の特許取

得（特開 2011-26431）等をサポートした。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

バニラビーンズの販売量は、まだ 1000～

2000 本と少ないが、徐々に生産体制が確立さ

れつつあり、さらなる飛躍が期待される。地域

内でバニラの認知度を高め、事業者との連携を

図ることで地域活性化につなげたいとの思い

から、まずは、地域内の飲食店や食品関係の事

業者と連携し、カクテルやリキュール、プリン

やケーキなどの商品開発に取り組んでいる。 

平成 24 年には、久留米商工会議所や久留米

市、市内 JA による「久留米市農商工連携会議

バニラプロジェクト」としてさらなる販路開拓

支援がなされ、バニラの街として、久留米市や

福岡県南地域の認知度が高まりつつある。また、

この効果から農業者の参加も増加している。 

日本産のバニラには、国内外の食品関連産業

から高い関心が寄せられており、そのニーズの

高さがうかがえる。先般、海外の展示会出展を

通じ、一部であるがフランスにバニラビーンズ

の海外輸出も実現した。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

今後、生産体制を年間 10 万本程度へ増強さ

せることを目標としつつ、認知度の向上にも取

り組んでいく予定としている。 

将来的には、様々な商品開発を行うとともに、

地域の食文化として育み続け、地元の農業者・

中小企業者、そして支援機関が一体となって、

バニラの香りがする街としての地域活性化に

取り組んでいく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：有限会社金子植物苑 

所 在 地：福岡県久留米市藤山町 1731-1 

電話番号：0942-22-8483 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

㈲金子植物苑

バニラビーンズの生産・販売
（発酵・乾燥技術）

池上農園、（農)ホワイトベリー

バニラ果実の生産・選別
（農地及び栽培技術）

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

【連携参加者】
福岡県工業技術センター 成分分析・評価

連携体

製菓業者

パティシエ

菓子卸売業者

一般消費者
（ケーキづくり）

▲

【共同申請者】
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【九州ブロック】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開発・販路開拓 

シャコの残渣を活用した飼料を開発し、自然環境に近づけた状況での非促成養殖技術を用いて、天然うな

ぎに近い肉質をもった養殖うなぎを開発し、福岡県産の新たなブランドうなぎを確立し、販路開拓を行う。 

-平成 22 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

㈱西日本冷食は、代表取締役社長である日野

氏が、福岡市内の鮮魚市場における水産業界で

の勤務経験と人脈を活かし、独自の無添加食品

の開発・製造をしたいとの思いから、平成 21

年９月に起業した水産ベンチャーである。主要

事業は、冷凍水産品の開発・輸入・製造・卸売

販売で、シャコやあん肝などの水産物を、中国

の現地法人の工場に生産委託し、製造から販売

までを同社が一括管理することで、安全・安心

な水産物を提供している。 

創業当初、同社は、福岡市のインキュベーシ

ョン施設である「福岡ビジネス創造センター

（FBCC）」の入居審査に臨もうとする中で、

同社技術を活かし、環境面に配慮した新しい事

業を模索していた。そして、主力販売品である

ボイルシャコの残渣（殻）を活用し、養殖うな

ぎの飼料を開発することで、天然に近い肉質の

「福岡県産の養殖シャコうなぎ」を開発したい

と考えた。そして、FBCC の入居審査に先立ち、

中小企業基盤整備機構にプレゼンテーション

の相談に訪れた際に、農商工等連携事業の活用

を勧められたという経緯がある。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本事業計画は、シャコの残渣を活用し、うな

ぎの養殖に最適な飼料を開発するとともに、自

然環境に近い状態で養殖することで天然うな

ぎに近い肉質のうなぎを養殖し、シャコうなぎ

のブランド化を目指すものである。 

㈱西日本冷食は、平成 22 年５月に FBCC

に入居後に事業を開始し、同年 10 月に水産庁

「ビジネス連携支援事業」の認定を、さらに翌

平成23年2月に農商工等連携事業の認定を受

けた。 

連携先は、福岡県内で内水面養殖業を展開し

ている日野養鰻所である。同社は、生産コスト

の低減と生産・販売量の拡大を目指して、飼料

の見直しを図りたいと考えていた際に、福岡ビ

ジネス創造センターや福岡県内水面研究所等

を通じて知り合い、双方の思いが一致して連携

に至っている。 

  
新商品・サービスの特徴 

 

うなぎの飼料は、これまでカタクチイワシな

どが中心で、日本では、シャコの殻をえさとし

て活用する実績はなかった。今回の事業では、

㈱西日本冷食が生産から販売まで一括管理す

る冷凍シャコの生産過程で廃棄される殻を飼

料に用いることで、水産物のトレーサビリティ

が確保された養殖うなぎが提供可能となる。 

また、通常の促成養殖ではなく、非促成養殖

（ボイラーで水を加温せず、半流水式の養殖密

度も抑えた自然環境に近い状態での養殖）を行

い、うなぎの餌食いを助けることで、より天然

に近い肉質の養殖うなぎが、福岡県内で誕生す

ることになる。 
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【うなぎへの餌やり（シャコの残渣を活用した飼料）】  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

活用した支援策 
 

認定後、㈱西日本冷食は、中小企業庁の補助

制度を活用し、展示会への出展や、福岡県内水

面研究所への研究委託を行った。 

このような活動資金面に加え、本事業では、

飼料の配合や実験施設の設置、実験データの収

集など養殖に関する研究知識が不可欠であり、

福岡県内水面研究所等の県内の技術系研究機

関が専門的知見から本事業を側面支援した。ま

た、福岡ビジネス創造センターは、創業間もな

い㈱西日本冷食の経営全般を支援するなど、地

域の支援機関のサポートも事業の発展に大き

く寄与している。 

 

 

 
取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

㈱西日本冷食では、事業計画の目標であった

売上額・付加価値額ともに達成している。また、

認定事業を受けているとの自負から社員のモ

チベーション向上に寄与している。 

さらに、この取り組みは、全国誌や多数のメ

ディア等に取り上げられ、同社の認知度が向上

しつつある。 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

平成 25 年に、日野社長は DBJ「女性起業

家ビジネスプランコンテスト」の優秀賞を受賞

したほか、㈱農林漁業成長産業化支援機構

（A-FIVE）が支援決定したサブファンドから

出資を受けた子会社である西日本水産㈱によ

る内水面養殖業への参入により肥育期間の短

縮や食味の改善等に取り組むなど、取り組みは

新たな展開を迎えている。 

日野社長は「世界的に水産資源の減少が懸念

される中、“獲る”から“育てる”漁業への転

換が急がれる。シャコうなぎを福岡県の主力事

業に育て、安全で美味しい食品を消費者に届け

続けたい」という強い思いで事業を発展させて

いる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】  事業者名：株式会社西日本冷食 

所 在 地：福岡県福岡市東区香椎照葉 3 丁目 2 番 1 号 

電話番号：092-674-3521 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

㈱西日本冷食

飼料提供、うなぎ加工販売
（水産物卸売販売実績・販路）

日野養鰻所

うなぎの養殖・設備

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

【連携参加者】
福岡県内水面研究所、九州・水生生物研究所 養殖試験、技術指導

連携体
全
国
の
う
な
ぎ
店

日
本
料
理
店

魚
市
場
・
問
屋

ネ
ッ
ト
販
売

▲

福岡ビジネス創造センター、中央会 関係機関との連絡調整、事業支援

【共同申請者】
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【九州ブロック】熊本ネクストソサエティ株式会社（熊本県熊本市） 

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 

不知火海など、熊本近海で採れた地域色豊かな魚介類を、地元熊本市内の飲食店等に直送する新流通

システムを構築し、「くまもと海風便」としてブランド化するとともに、地産地消の促進や、漁業者の経営安

定化をすすめていく。 
-平成 24 年度認定- 

  
取り組みのきっかけ 

 

熊本ネクストソサエティ㈱は、平成 21 年６

月に創業した IT 系企業で、新事業の立ち上げや、

ホームページの構築支援等を手がけている。特

に、「食」に関しては、物流システムの構築や

生産者情報のデータベース化（フード・バンク

事業）などの事業を展開しており、行政からの

委託事業等として、こだわり熊本やさい地域内

流通調査事業にて生産者と飲食店との「食のマ

ッチング会」なども手がけている。  

事業者と交流を進める中で、同社は、居酒屋

などの地元飲食店において、地元水産物に対す

るニーズが高いにもかかわらず、情報不足のた

め調達が難しい状況であること、他方で、地元

の JF 芦北でも、打たせ漁（底引き網漁法）等

により地域色豊かな水産物が水揚げされてい

るが、県内流通は４割に留まり、地元飲食店へ

小口輸送の問題等からも流通しきれていない

問題があることなどがわかった。 

地元の豊かな水産資源を県民に認知しても

らい、地産地消をすすめ、地元の産業を活性化

したいと考えていたところ、九州経済産業局か

ら農商工等連携事業の案内を受け、同社の IT

技術や事業者ネットワークを活用した新流通

システム構築に取り組むこととした。 

 
 

取り組みの概要と連携体制 
 

本計画は、地元水産物の需給のミスマッチを

解消するために、IT 技術を導入し、不知火海な

どで採れた魚介類の水揚げ情報をデータベー

ス化し、熊本県内飲食店に対して WEB システ

ム上で情報提供するとともに、業務用食品商社

の協力を得て、発注店舗へ水産物を直送するも

のである。 

連携体の各社は、先の「食のマッチング会」

を通じて出会った事業者で、地元水産業や食料

品関連産業に関する問題意識を共有化してき

ている。まず、JF 芦北は、うたせ漁（底引き

網漁法）などによりアシアカエビやタチウオ、

ハモ、ワタリガニ等を漁獲し供給するとともに、

クマモト・オイスターの養殖にも取り組んでい

る。一方、熊本ネクストソサエティ㈱や㈱吉平

物産、㈱カントリージェントルマン等の中小企

業者は、IT 技術、県内飲食店との取引先ネット

ワーク・輸配送ルート等を活用し、漁協と飲食

店とをつなぐ予約受発注システム・小ロット物

流システムを構築するとともに「くまもと海風

便」等としてブランド化し、マスメディアへの

PR を展開している。 

【くまもと海風便】 
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新商品・サービスの特徴 

 

熊本ネクストソサエティ㈱は、漁業関係者お

よび飲食店の双方にとって利便性の高い受発

注システムを構築している。 

また、㈱カントリージェントルマンや㈱吉平

物産は、熊本県内の飲食店 1600 店との取引

実績と 36 の配送ルート・ドライバーを活用し、

漁協からの集荷・飲食店への配荷に対応してい

くほか、取引先の開拓等にもあわせて取り組ん

でいる。同サービスは、既存の食品流通システ

ムを活用して小ロットの水産物輸送を地域内

で実現する点が特徴である。 

 
 

活用した支援策 
 

農商工等連携事業計画の認定を受けた後、流

通システムの構築等に取り組んでいるが、農商

工等連携事業の補助制度を試作ＷＥＢシステ

ム開発の構築やブランドロゴ制作等に活用し

ている。 

 
 

取り組みがもたらした直接・間接の効果 
 

現在、試作ＷＥＢシステム開発や流通システ

ムの試験的運用を実施しているところである。 

システム構築に先立ち、平成 24 年に入り、

300kg のアシアカエビをキロ単価 2,600～

3,200 円で試験流通させ完売し、地元の水産物

が必要とされていることなどが明白になって

いる。 

 
 

今後の連携の発展に向けて 
 

構築中のシステムの本格稼働は、平成２６年

４月以降を予定している。 

連携体メンバーは、地元の食産業の衰退に対

して強い危機感を覚えており、各社の地域資源

や、技術・ノウハウを持ち寄ることで本事業の

事業化を達成し、水産物のブランド化や地産地

消を推進したいと事業に邁進している。 

今後、水産品を皮切りに、農産品などのブラ

ンド化により、熊本地域における食を通じた地

域活性化への波及が、期待できる。熊本ネクス

トソサエティ㈱では、生産者情報や商品情報等

一式を地域単位で集約したデータベースサイ

トの構築支援などを行い、食関係の事業者の県

内・ひいては広域マッチング等へ展開していく

ことを目指していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【代表者の連絡先】   事業者名：熊本ネクストソサエティ株式会社 

所 在 地：熊本県熊本市中央区上通町 4-11 司ビル 3F 

電話番号：096-327-9283 

－農商工等連携事業の連携体制－ 

 

熊本ネクスト
ソサエティ㈱

IT技術・地産地消
企業提案ノウハウ

㈱カントリー
ジェントルマン

漁業者との
ネットワーク

㈱吉平物産

販売チャネル
（集荷・配荷・営業）

JF芦北

うたせ船・うたせ漁技術
（魚介類の供給）

中小企業者

【代表者】

農林漁業者

浜本水産
クマモト・オイスター供給力

【連携参加者】 山崎昭夫
クマモト・オイスター供給力

連携体
熊
本
県
内
の
飲
食
店

▲

【共同申請者】
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愛媛県産柑橘の成分を活用した化粧品等の開発・製造・販売  

菊地農園（愛媛県大洲市） 

菊地農園の代表である菊地氏は、農協の営農指導員を経て約 10 年前に起業した。減農薬栽培、

無化学肥料栽培にこだわったみかんやキウイの生産や、ジャム・ドライフルーツへの加工など、愛

媛県が生産量第一位を誇る果樹を中心に、高付加価値化を目指してきた。同時に、農業者として新

たな事業に次々挑戦し、地域産業を活性化し、産地の後継人材を育成しようと考えてきた。 

農商工等連携事業への参加は、同世代の農業者で、既に農商工連携の実績を有する大久保氏を通

じて、農業者・農作物を熟知し、信頼出来る中小企業基盤整備機構の専門家と出会ったことが大き

い。この専門家を通じて、㈱ひめ美人から、愛媛県の果樹を活用し、アトピー性皮膚炎などを持つ

方の症状緩和に向けた無添加化粧品をつくりたいとの思いを聞いた菊地氏は、事業に挑戦すること

は自社にとって喜ばしいことであり、次世代農業事業者にとって良き手本となると考えた。 

菊地農園にとって、本事業を通じて得られた中小企業基盤整備機構の人的サポートは大きい。同

機構の紹介を経て、高級百貨店や首都圏のスーパーでの展示会を経験し、様々な助言も得た。やる

気と意欲のある農家が、こだわりをもった農作物を販売する上で、支援機関から助言を得られる機

会はそれまでになく、今回構築された支援機関とのネットワークは、同社の今後の発展に寄与する

ものであると感じている。菊地氏は、得た助言等を糧に、平成 25 年 12 月に農業法人楽農研究所

を立ち上げ、愛媛県の食材にこだわった生鮮品や加工品の販売等にも挑戦し始めている。 

事業は試作段階であるが、今後も引き続き、事業化に向けて、連携先である㈱ひめ美人へ温州み

かんの提供を続けていく予定である。 

 
国産農産物使用の「こだわりの熊本ラーメン」の開発・販売  

熊本宇城農業協同組合（熊本県宇城市） 

熊本宇城農業協同組合（ＪＡ熊本うき）では、10 年ほど前から、国産小麦市場への安定供給等

の観点から、従来品種よりも比較的タンパク含有量が高く、食パンなどに適した小麦品種「ニシノ

カオリ」の作付けに取り組んできた。ニシノカオリは北海道のほか、かつては九州の麦産地でも栽

培されていたものの、ここ数年は JA 熊本うきのみでの栽培となっていた。JA 熊本うきでは、国

産小麦を安定供給していくためにも農家の所得向上等の観点からの取組が不可欠であり、そのため

には、ニシノカオリを付加価値化するような改良が出来ないかと考えていた。ちょうど、取引先の

熊本製粉から、熊本ラーメンが有名な当地のブランド力を活用し、ニシノカオリをラーメンの製麺

に適するよう高タンパク質化し、新商品を開発できないかとの提案を受けた。 

そこで、JA 熊本うきが計画の代表者となり、農商工等連携事業を開始した。認定後４年をかけ

て、土壌改良や追肥などに取組み、従来の小麦よりも手間をかけることでニシノカオリの高タンパ

ク質化に成功し、平成 24 年には、ニシノカオリを用いて国産 100％にこだわり JA ブランドの

熊本ラーメン（甘酢・魚介・ピリ辛）を商品化した。同年は天候の影響で収穫量は多くなかったが、

事業期間終了後も、JA 熊本うきはニシノカオリの安定供給を目指すとともに、熊本製粉は、人気

の高い商品２タイプに絞って改良・販売を進めている。 

このように、農商工等連携事業を通じて、作物の栽培技術を取得し、地域の商品開発に結びつけ

たことで、農林漁業者には新たなノウハウが蓄積されるとともに、得たノウハウにより所得水準の

向上が期待できる。また、熊本ラーメンという地域ブランド化が図られることで、生産意欲の向上

等に寄与している。 
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米の安全を追求した無濾過純米酒と梅酒を開発・販売  

立山酒造株式会社（富山県砺波市） 

日本酒の醸造を手がける立山酒造は、国内米３等米や国内加工用米及び外米を一切使用しないな

ど、日本酒の原料である米の安全性と品質を徹底的に追求してきたが、山形県金山町に、GAP

（Good Agricultural Practice）手法を導入し酒造好適米「出羽燦々」を生産したいとの意欲を

持つ農業事業者の存在を知り、この米を活用し、安全、安心な純米酒を開発しようと企画した。さ

らに、自然の硝酸還元菌の力を生かして育った力強い酒母により日本酒本来の乳酸の旨さを生み出

す伝統的酒造り手法である「生酛（きもと）造り」の技法・技術を有する㈱花の露（製造部長（当

時）「（公社）日本生物工学会」江田賞受賞工学博士）のノウハウを活用し、出羽燦々を原料とした

無濾過純米酒と純米酒ベースの梅酒の開発を行うこととした。 

農商工等連携事業を活用して、JA 金山、㈱花の露及び東北大学大学院農学研究科等と連携体制

を構築し、開発に必要なノウハウ、知識、情報を得て、無濾過純米酒の開発に成功するとともに、

トレーサビリティも JGAP（Japan Good Agricultural Practice）認証により確保している。ま

た、認定事業者に対する政府系低利融資制度を活用し、事業に必要な設備資金や JGAP 米の JA

金山からの購入資金を調達することができた。さらに、経済紙や農業紙により活動が広く認知され、

大手金融機関や学生の評価が得られ、融資や人材採用などにおいても効果がみられている。 

開発した無濾過純米酒等は、石川・富山や首都圏の有名酒販店、全国のスーパー・ストアなどで

販売しており、平成 24 年度の売上高は約２億円にまで成長している。さらに生酛に最も合う兵庫

県三木市吉川町の ASK「愛山」を原料とした無濾過純米吟醸生酛原酒を開発、販売している。今

後は米の産地との連携をさらに広げ、農薬を全く使わない植物工場による酒造好適米の生産など、

徹底して米の安全を追求していく。 

 
東濃桧を使った改良型耐震シェルター工法住宅の建設・販売  

東陽住建株式会社（愛知県一宮市） 

ブランド木材「東濃桧」を活かした家づくりを提案する東陽住建㈱は、地域の生産者組合等（東

白川森林組合、東白川製材協同組合）と連携して、地震に強い耐震シェルター工法の開発・改良を

進めてきた。連携事業の成果として改良工法の確立に至り、高密度で粘り強さもある「東濃桧」の

特長を十分に発揮した耐震性の高い住宅を提供に至った。同社による取組は、地元生産者組合との

高密なコミュニケーションにより実現されたものであり、東白川村からの協力も取り付けるなど、

地域を挙げた連携プロジェクトとして成長してきた。 

商品は、岐阜県を中心に堅調な販売実績をあげており、自社の信用度向上のみならず、地域生産

者におけるモチベーションの拡大など、副次的な効果を地域にもたらしている。なお、事業終了後、

継続プロジェクトとして「ひのき 3000 本プロジェクト」を平成 24 年 11 月より 2 カ年計画で

展開している。このプロジェクトは、連携事業を通じて中小企業と生産者組合そして自治体間での

相互理解が進み、より強固な連携関係を構築できたものとなっている。連携事業時の２組合に加え、

東濃ひのき白川プレカット協同組合が新規参加し、同社による販売キャンペーンの展開を支援して

いる。東白川村からも村による認定証を施主に贈呈する支援を得ており、地域を挙げたプロジェク

トとして強固な連携関係が継続できている。生産者組合からは、「東濃桧」を利用した家づくりに

関する市場開拓や地域の知名度向上を盛り上げる起爆剤として、同社のプロジェクトに対して協力

を惜しまない方針を受けており、一層の活性化が期待されている。 
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地域の農産物と酢卵を活用した機能性食品の開発・販売  

有限会社森酢卵研究所（愛媛県宇和島市） 

㈲森酢卵研究所は、森文醸造㈱の関連会社として、同社が長年培ってきた醸造技術を活用し、健

康飲料である酢卵を生産している。森文醸造㈱では、過去に愛媛県内子町産のトマトを原材料とし

たトマト酢を活用した農商工等連携事業に取り組んだ経験から、新たな事業計画に取り組むことと

した。事業計画では、内子町特別栽培農産物等認証（エコうちこ認証）を受け、トレーサビリティ

の確保された生姜、ゆず、すだち、もち麦を、森文醸造㈱が栄養成分をできるだけ壊さずにピュー

レに加工し、㈲森酢卵研究所が製造する酢卵とブレンドし、飲みやすく、機能性の高いドリンクの

開発に取り組んでいる。農産物を供給する農家とは、内子町産の農産品の付加価値化に積極的な第

三セクター「内子フレッシュパークからり」を通じて連携を図っている。 

えひめ産業振興財団からの働きかけにより、㈲森酢卵研究所は平成 24 年度に「えひめ農商工連

携ファンド事業助成金」の採択を受け、ドリンクからの展開として、チアパックゼリーやスティッ

クゼリーの商品化に取り組んでいる。 

農商工等連携対策支援事業の計画は４年間であり、現在は試作品の開発段階にあるが、事業に取

り組む中で、商品開発のノウハウの獲得や、取引先の拡大といった効果が現れている。また、認定

を受けたことで、東京都内の愛媛県アンテナショップへの出品が決まったほか、マスコミからの問

い合わせが増えるなど、販路の拡大や新商品の知名度向上につながっている。現在は自社ホームペ

ージでの通信販売が中心となっているが、今後は地域の百貨店や大都市部に展開する高級スーパー

などへの販路拡大に取り組むこととしている。 

 

ハトムギの高付加価値商品を開発し、地域農家の生産と所得が拡大  

株式会社ＪＡアグリひみ（富山県氷見市） 

株式会社アグリリンクテクノロジー（富山県氷見市） 

氷見市では昭和 60 年から水田転作作物としてハトムギの栽培を開始した。ＪＡ氷見市の農業生

産法人の㈱JA アグリひみは、ハトムギの付加価値を高めるため、平成 17 年にペットボトル飲料

の「氷見はとむぎ茶」を商品化してヒット商品となった。ハトムギの健康等への効果を調べたとこ

ろ、金沢大学にハトムギの研究者がおり、ハトムギエキスの抽出技術を事業化する金沢大学発ベン

チャーの㈱CRD と知り合った。そこで、農商工等連携事業を活用して、はとむぎ茶とエキスを組

み合わせた健康飲料を開発するプロジェクトを開始した。 

本補助制度を活用して、ハトムギエキスの各種安全性試験や美肌効果の機能性確認試験など、科

学的な検証を行い、美肌効果を確認することができた。そこで、大手飲料事業者が美肌効果を前面

に打ち出した飲料を商品化して、１年半の間に 50 万本を販売した。その後、自らの強みであるハ

トムギエキスのビジネスを立ち上げ、消費財メーカーにエキスを販売する事業を始めた。その事業

は金沢大学関係者とＪＡ氷見市が出資した㈱アグリリンクテクノロジーが主体となり「ハトムギ

CRD エキス」を製造・販売している。提供先の大手飲食料品メーカー等は、サプリメントドリン

ク、ヨーグルト、豆乳飲料等としてハトムギエキスの商品を販売している。これらの取り組みによ

りハトムギの高付加価値化に成功し、作付面積は、平成 18 年の 15ha から平成 25 年には 60ha

まで拡大した。今後は「国産はとむぎ」のメジャー化に向けて、「はと麦きれいプロジェクト」の

活動に取り組んでおり、海外展開も検討している。 
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平成２６年３月末現在、全国で６１２件の農商工等連携事業計画が認定されています。都道府

県別の認定件数は下図のとおりです。 

 

 

（参考） 都道府県別の農商工等連携事業計画認定件数 
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