
地域産業資源活用支援事業【採択件数：２１２件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社ハルキ 北海道森町 道南スギを用いた防火木材の外装材・内装材の開発・販売

東北－１ あおもり藍産業協同組合 青森県青森市 青森独自の染料化技術を核とする「あおもり藍」ブランド商品の開発、製造

東北－２ 三浦醸造 青森県青森市 青森りんごと地場野菜・魚介類などを活用したヘルシーなスープ開発と販路拡大

東北－３ 熊谷食品株式会社 青森県弘前市 「健康な土」による旬野菜と独自の塩麹発酵技術による「津軽の漬物」の製造・販売

東北－４ 株式会社ツガルサイコー 青森県黒石市
津軽の隠れ里に伝わる「黒石マタギ」の伝承と里山のおもしえ体験及び地域加工食
材の開発・販売

東北－５ 有限会社柏崎青果 青森県おいらせ町
黒ごぼうを活用したノンカフェインティーなど飲食料品開発、製造及び国内外販路開
拓事業

東北－６ 株式会社駒嶺商店 青森県風間浦村
津軽海峡産「活〆あんこう」の独自流通システムの開発と「あんこう鍋セット」、加工
品等の開発及び販売

東北－７ 有限会社村口産業 青森県風間浦村 青森ヒバの特性を活かした「青森ヒバマット」及びインテリア商品等の開発販売事業

東北－８
農業生産法人四季菜にんにく株
式会社

青森県三戸町 にんにくの有効成分を活かす生産・加工技術による、ヘルシー調味料の開発と販売

東北－９ なんぶ農援株式会社 青森県南部町
青森県南部地方特産の妙丹柿を利用したスイーツ及び柿酢などの開発、製造、販
売

東北－１０ 有限会社川原商会 岩手県盛岡市
岩手県産りんごと独自の減圧加工技術を活用し、無加糖・高糖度・低GI値で安全・安
心に配慮した「スポーツピューレ・スポーツジャム」等の製造と販路開拓

東北－１１ 及川冷蔵株式会社 岩手県大船渡市
電子レンジで簡単に調理できるさんま天日干し「新・三陸太郎」等の商品開発と販路
開拓

東北－１２ 久慈琥珀株式会社 岩手県久慈市
久慈産琥珀を核とした粉末成形技術等によるアーバンアンバースタイル製品の開発
とブランディング

東北－１３ 有限会社松勘商店 岩手県一関市
有機栽培米に雑穀や紫黒米等をブレンドし手軽に食べられる「お米屋さんの作った
健康志向のもちシリーズ」の商品開発と販路開拓

東北－１４ 株式会社門間箪笥店 宮城県仙台市
仙台箪笥のデザインと機能性を活かした造作家具等のある住空間の提案と
“monmaya+”ブランドの確立

東北－１５ 三養水産株式会社 宮城県石巻市
「剝きたて食感３６５日・生食用・冷凍ハーフシェルオイスター」の開発・販売とブランド
の確立

東北－１６ 有限会社ヤマコ武田商店 宮城県塩釜市 塩竈旬感マグロの新たな加工・流通システム開発とブランドの確立

東北－１７ 株式会社斉吉商店 宮城県気仙沼市
三陸産さんま等を利用した常温保存可能な加工品開発と顧客に直接語りかける販
路の確立

東北－１８ 株式会社フカコラ美人 宮城県気仙沼市
地域資源である「さめ」から抽出したフカコラーゲンを活用した美容健康食品等の開
発、販売

東北－１９ 株式会社藤木伝四郎商店 秋田県仙北市 樺細工の“型もの”加工技法を活かしたテーブルウェアの開発と市場開拓

東北－２０ 株式会社ニューテックシンセイ 山形県米沢市
金属加工技術を利用した知育玩具・生活雑貨等の高精度な木工製品の開発・販売
とブランド化

東北－２１ 有限会社木村屋 山形県鶴岡市
米処山形県庄内平野での地酒酒粕利用チョコレート等の菓子類の商品開発とブラン
ド化

東北－２２ 米富繊維株式会社 山形県山辺町
ニット交編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・ツウィードのブランド化～

東北－２３ オリエンタルカーペット株式会社 山形県山辺町 山形緞通の個人ユース向け絨毯の開発と販売

東北－２４ 肘折温泉郷振興株式会社 山形県大蔵村
カルデラの中にある秘境肘折温泉の特性と自然環境を活かした現代版湯治システ
ム開発　～肘折温泉ワールドの構築～

東北－２５ 株式会社坂本乙造商店
福島県会津若松
市

会津伝統漆芸技法による蒔絵手法の皮革製品及び繊維製品等の商品開発と販路
開拓

東北－２６ あぶくま食品株式会社 福島県伊達市 福島県産生食用桃を活用した高付加価値加工食材の開発と販路開拓

東北－２７ 株式会社松竹工芸社 福島県西郷村 会津桐を活用した壁紙の開発及び販路開拓事業

関東－１ 株式会社島田商店
茨城県かすみがう
ら市

蒸射加工技術を応用して開発する霞ヶ浦水産物と野菜の惣菜商品販売ブランド化
事業

関東－２ 株式会社魚の宿まるみつ 茨城県北茨城市 あんこう等を活用した漁師料理のパッケージ商品開発・販売

関東－３ 株式会社ふじ屋 茨城県桜川市 地域農産物等を活用した高級プリンとプリンを応用したスイーツ商品の開発販売

関東－４ 有限会社ペンギン 茨城県桜川市
真壁の柑橘類（酒寄みかん、福来みかん、小粒のゆず）等を活用したスイーツ商品
「真壁の香り」シリーズの開発と販売

関東－５ 有限会社桂雛 茨城県城里町
コンシェルジュ型パターンメイドによる別誂え雛人形の開発及びブランド化による地
域活性化事業
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関東－６ 小松水産株式会社 茨城県日立市 久慈浜シラスのブランド化と久慈浜シラス関連商品の開発と販売

関東－７ 阿さ川製菓株式会社 茨城県水戸市 茨城県産農産物と伝統銘菓の技術を融合したお菓子の開発販売事業

関東－８ 株式会社日昇堂 栃木県日光市 栃木県産の原材料を使ったラスク等の新商品開発および販売

関東－９ 株式会社ルポン 群馬県太田市 太田市名産「やまといも」を利用したシフォンケーキ等の開発とブランド化

関東－１０ 株式会社シェモワ 群馬県片品村 虹鱒ギンヒカリを活用した加工品開発・販売およびブランド化事業

関東－１１ イヅハラ産業株式会社 群馬県桐生市 特許技術「フリル織」を活用した、高付加価値なフリル製品の事業化

関東－１２ 茂木食品工業株式会社 群馬県下仁田町
群馬県産のこんにゃくを使用した独自技術による『こんにゃくと地元野菜の漬物商
品』等の開発・販売

関東－１３ 株式会社エーアンドブイ企画 群馬県前橋市 群馬県産の豚を活用した、豚加工食品の新製品開発と販路拡大

関東－１４ 蔵前産業株式会社 群馬県前橋市 群馬県東毛地域の織物を活用した新しいパッケージの開発・販売

関東－１５ 増田煉瓦株式会社 群馬県前橋市 群馬県産の小麦と果実発酵種を活用した、新たなパン等の開発・販売

関東－１６ 晴雲酒造株式会社 埼玉県小川町 『小川酒蔵漬けの素』の開発と素を活用した小川町特産品開発販売プロジェクト

関東－１７ 秩父染色株式会社 埼玉県秩父市
「和モダン」をキーワードにした秩父ちぢみの特性と秩父銘仙の柄を融和させた新商
品開発と販売

関東－１８ 株式会社ティ・エス・シー 千葉県木更津市 サンブスギの間伐材を利用した集成材ブロック床材の新商品開発・生産・販売事業

関東－１９ 有限会社スズ市水産 千葉県南房総市
低活用鮮魚を原材料とする定型・定量を可能とするファストフィッシュ水産加工品の
開発及び販売

関東－２０ 久米繊維工業株式会社 東京都墨田区
透け感のある新たなニットテキスタイルを使用した重ね着を楽しむアパレル商品の企
画・推進事業

関東－２１ 廣田硝子株式会社 東京都墨田区
「江戸硝子」の乳白あぶり出し技法を使ったBtoB市場に向けた新しい照明と食器の
開発・販売

関東－２２ 小田原蒲鉾協同組合
神奈川県小田原
市

未利用の地魚と地元間伐材を活用した新しい小田原かまぼこの開発事業

関東－２３ 株式会社井上蒲鉾店 神奈川県鎌倉市 アカモクと湘南シラス加工品等を活用した蒲鉾惣菜の開発・販売及びブランド化事業

関東－２４ 株式会社冲セキ 神奈川県川崎市
かわさきガラス活用のお墓づくり・市場開拓を契機とした川崎ガラス工芸の活性化事
業

関東－２５ 高久製パン株式会社 神奈川県平塚市 湘南しらす加工品と湘南レッドを活用したライスロールパン等の開発・販売事業

関東－２６ 株式会社三崎恵水産 神奈川県三浦市
三崎まぐろのビンチョウマグロと未利用部位肉（頭肉等）を活用した『三崎産ツナ』商
品の開発・販売事業

関東－２７ 株式会社COTE 神奈川県山北町
小田原の未利用魚と梅酢加工技術を活用した漁師（伝承）料理｢鯵ダレ｣等の開発・
販売事業

関東－２８ 株式会社古敷谷畜産
神奈川県横須賀
市

三浦半島の和牛を活用した横須賀ビーフジャーキーの開発・販売事業

関東－２９ 水田株式会社 新潟県小千谷市
小千谷縮を活用した掛ふとん、シーツ、枕カバー、パジャマ等の寝装寝具の開発・販
売

関東－３０ 山﨑醸造株式会社 新潟県小千谷市 新潟米を使用した米こうじを核にした、調味料等の商品開発と販売

関東－３１ 有限会社豆撰 新潟県長岡市 栃尾あぶらげの高付加価値化と応用商品の開発と販売

関東－３２ 株式会社川上製作所 新潟県村上市
越後杉を活用した防火性能を有する日本の住環境に合った木製サッシ（引違い窓）
の開発・販売

関東－３３ 株式会社宮坂製糸所 長野県岡谷市
特殊なシルク糸のオーダーメイド生産・販売とこれを活用した自社ブランド絹製品の
開発

関東－３４ 有限会社丸嘉小坂漆器店 長野県塩尻市
木曽漆器４００年の歴史と伝統技術を生かした、ガラスへの漆塗りによる洋風漆器の
開発事業

関東－３５ 株式会社本山漆器店 長野県塩尻市 業務用食器市場に向けた漆塗り金属製食器の商品化

関東－３６ 株式会社龍門堂 長野県塩尻市 食洗機などの電気調理関連機器対応の木製木曽漆器飯椀の開発と事業化

関東－３７ 有限会社ぶどうばたけ 山梨県甲州市 軽量パッケージに入った彩り豊かでなめらかな濃縮ぶどうピューレの開発・販売

関東－３８ 山梨銘醸株式会社 山梨県北杜市
清酒造りのノウハウを活かした、峡北米を原料とする糀糖及び糀糖粉末の開発及び
販売

関東－３９ 有限会社横内製麺 山梨県北杜市
地元産小麦を使った「夏場でも食べられるほうとう麺」及び「付随するスープ」の開発
と販売事業

関東－４０ 長谷川醸造株式会社
山梨県南アルプス
市

規格外の甲州小梅及び小梅の種を活用した新しい食品の開発と販売事業

関東－４１
株式会社タジマモーターコーポ
レーション

静岡県磐田市 地域密着型コミューターベースシャーシの開発および販売

関東－４２ 株式会社鶴田屋本舗 静岡県掛川市
江戸時代の製法によるあめ玉を軸とした「よこすかしろ」を使用した新たな菓子類の
開発及び販売
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関東－４３ 株式会社岡崎 静岡県静岡市 生茶葉発酵食材からつくる新たな生麺類食品の開発及び事業化

関東－４４ 株式会社ダイマツ 静岡県静岡市 「高機能ウォーターインソール内蔵シューズ」の開発と国内及び海外販路開拓

関東－４５ 榎本株式会社 静岡県浜松市
ストレッチデニムを始めとする天然素材を活用した着物用広巾織物及び実用着物等
の開発と市場開拓

関東－４６ 有限会社勝美 静岡県浜松市
浜名湖うなぎコラーゲン・セラミドパウダーを活用した新たな冷凍焼おにぎり等の開
発、製造及び販売

関東－４７ 株式会社四季彩堂 静岡県浜松市
遠州綿紬を活用した新たなコーディネート小物、生活雑貨等の商品ラインナップ開発
と市場開拓

関東－４８ 有限会社春華堂 静岡県浜松市 三方原馬鈴薯を使用した新しいパイ菓子シリーズの開発と製造販売

関東－４９ 株式会社戸田建設 静岡県浜松市
「奥浜名湖 井の国観光劇場 心に響くふるさとの風景」をコンセプトにした新たなツ
アーの開発と販売

関東－５０ 株式会社いちまる 静岡県焼津市 焼津の水産加工品を使用した「SAKANA SARADA（魚サラダ）」の開発

中部－１ 株式会社エストレージ 愛知県名古屋市
木製家具の製作図面作成ノウハウを活用した短納期・高品質の完全フルオーダー
壁面収納家具等の製造・販売事業

中部－２ 株式会社アイチ金属 愛知県名古屋市 建具製造技術を活用した金属製建材部材商品の製造・販売事業

中部－３ 丸安ニット株式会社 愛知県名古屋市 “和紙糸”を使用したニット製品「siffon」シリーズの製造・販売事業

中部－４ 愛知ドビー株式会社 愛知県名古屋市
密封性を極限まで高め「無水調理」が可能な鋳物製ホーロー鍋「バーミキュラ」の製
造販売事業

中部－５ 有限会社智寛 愛知県岡崎市 空圧制御技術を活用した浮上油吸引装置「オイルエクセプター」の製造・販売事業

中部－６ 進弘産業株式会社 愛知県一宮市 尾州インテリア織物技術を活かした新機能ロールスクリーンの製造・販売事業

中部－７ 株式会社IMARUYO 愛知県瀬戸市
瀬戸焼の製造技術を活用した拡音機能を持つスマートフォン向けインテリア商品の
製造・販売事業

中部－８ 聖新陶芸株式会社 愛知県瀬戸市
細工の自由度を活かしたデザイン性の高い瀬戸焼セラミック製スピーカーの製造販
売事業

中部－９ 有限会社竹堂園 愛知県瀬戸市
瀬戸焼の技法を活用してピンホール等の削減を実現した名入れ子ども食器等の製
造販売事業

中部－１０ 株式会社イケックス工業 愛知県春日井市 電鋳金型の転写技術を活用したウレタン製人工畳の製造・販売事業

中部－１１ 株式会社ビーファースト 愛知県春日井市 春日井サボテンを用いたシャンプー・トリートメント類の開発・製造・販売事業

中部－１２ 油圧機工業有限会社 愛知県西尾市
アルミニウム鋳造品リサイクル工程の全自動化を実現させる廃材自動切断機の製
造・販売事業

中部－１３ 市川織布工場 愛知県蒲郡市
綿スフ織物の特殊製織手法であるカラミ織りを活用した日よけシェード「ichiori
shade(イチオリシェード）」等の製造販売事業

中部－１４ 株式会社金トビ志賀 愛知県蒲郡市 きしめんの製法技術を活用し新しい食感を実現した減塩乾麺類の製造販売事業

中部－１５ 株式会社アカイタイル 愛知県常滑市
常滑焼の加飾技術、成形技術を活用した歴史的建築物等の再現性の高い復元用タ
イルの製造販売事業

中部－１６ 有限会社山源陶苑 愛知県常滑市 常滑焼の陶器製ランプシェードを取り入れた照明器具等の製造･販売事業

中部－１７ 株式会社永吉 愛知県小牧市 送風機の設計技術を活用した除菌脱臭装置の製造・販売事業

中部－１８ 有限会社オーパ・クラフト 愛知県大府市
ＦＲＰの積層技術を活用し、転覆防止用フロートの装着を可能にした小型船艇の製
造販売事業

中部－１９ 川上産業株式会社 愛知県あま市
有色再生原料をほぼ100％活用し、機能性、美粧性を高めたカラー気泡緩衝材の製
造・販売事業

中部－２０ マル伊商店 愛知県南知多町
しらす、こうなご（小女子）の鮮度を活かし、食品添加物不使用の調味料を用いた「生
炊き」佃煮商品の製造・販売事業

中部－２１ 有限会社加藤化学工業所 岐阜県多治見市
親水性・耐久性・光透過性の高い水性無機塗料「AQUANANO（アクアナノ）コート」の
製造・販売事業

中部－２２ 株式会社カネキ製陶所 岐阜県多治見市
美濃焼製造技術を活用した光触媒反応性を高める多孔質セラミックス「ＴｉｏＣＥＲＡ」
及び「ＴｉｏＣＥＲＡユニット」等の製造・販売事業

中部－２３ 余語匣鉢株式会社 岐阜県多治見市
美濃焼の技術を用いたリチウムイオン電池正極材等を焼成する際に使用されるセラ
ミックス製の容器（匣鉢（こうばち））の製造・販売

中部－２４
株式会社関むぎパッションフ
ルーツ組合

岐阜県関市 関市武儀産のパッションフルーツを活用した「緑のカーテンキット」の製造販売事業

中部－２５ 有限会社内木木工所 岐阜県中津川市
東濃の木工製品の「ハギ合わせ」技術を活用した木製新素材及びオリジナル家具・
雑貨等の製造・販売事業

中部－２６ 日本セキソー株式会社 岐阜県中津川市
精度の高い積層段ボールの加工技術による、耐水性・防炎性に優れた反りの少ない
段ボール製大判ボード「セキソーパネル」シリーズの開発製造・販売事業

中部－２７ 檜創建株式会社 岐阜県中津川市 自由設計が可能なデザイン性の高い木製浴槽等の製造・販売事業

中部－２８ 古川紙工株式会社 岐阜県美濃市
美濃和紙の機械抄き技術を活用したウォーターマーク（透かし模様）が全面に入った
ノート、便箋、封筒、メモ帳等のステーショナリーの企画、製造、販売事業

中部－２９ 株式会社岩田鉄工所 岐阜県羽島市 精密加工技術を活用した電動伸縮杖の製造・販売事業



地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

中部－３０ 中部食産株式会社 岐阜県恵那市 奥美濃古地鶏を使用したハム・ソーセージ・ウィンナー等の製造・販売事業

中部－３１ 山路製陶所 岐阜県土岐市
美濃焼の焼成技術を活用して高い遠赤外線放射率を実現した「お湯を使わない足
湯用セラミックボール」の製造販売事業

中部－３２ 株式会社田中金属製作所 岐阜県山県市
「美山の水栓バルブ」技術を活用した空気混合式高機能シャワーヘッド等の開発・製
造および販売

中部－３３ 株式会社エヌエーオー 岐阜県郡上市 長良川源流の起伏ある沢の自然を体感するカート散策集客事業

中部－３４ 八幡化成株式会社 岐阜県郡上市
独自工法「デザインメジャーメント射出法」により、エラストマー樹脂で一体成形され
たデザイン性の高い生活関連雑貨の製造・販売事業

中部－３５ 株式会社ミサト工業 岐阜県郡上市
軸受製造技術を活用して独自のしなりを持たせた、毛抜き等のコスメ・美容雑貨シ
リーズの製造・販売事業

中部－３６ 銀峯陶器株式会社 三重県四日市市
萬古焼土鍋製造ノウハウを活用した機能性調理器具「菊花」「ＢＬＩＳＳＩＯ」シリーズの
製造・販売事業

中部－３７ 竹政製陶有限会社 三重県四日市市
遠赤外線耐熱セラミック製でカラーバリュエーション化を実現した萬古焼節水調理鍋
「ウォーターリッド鍋」の製造・販売事業

中部－３８ 有限会社藤総製陶所 三重県四日市市 「茶を愉しむ」萬古焼・至高急須シリーズの製造販売事業

中部－３９ 株式会社中野 三重県松阪市
伝統的な静置発酵製法を活用して副成分まで発酵させた酢ドリンクの製造・販売事
業

中部－４０ 株式会社松阪マルシェ 三重県松阪市 伊勢茶の活性化を目指し開発、商品化した『伊勢の和紅茶』シリーズの拡販事業

中部－４１ 万協製薬株式会社 三重県多気町 伊勢茶を活用した化粧品「まごころ」シリーズの製造・販売事業

中部－４２ 有限会社すぎもと農園 三重県御浜町
ナリンギンを含んだサマーフレッシュの粉末を活用した柑橘ドリンクの製造・販売事
業

中部－４３
有限会社モメンタムファクトリー・
Orii

富山県高岡市
高岡銅器の現代的着色仕上げ技術を活かした「インテリア用品および建築部材」の
製造・販売

中部－４４ かなや麺業 富山県氷見市 氷見のうどんの製法を活かしたパスタ麺の製造・販売事業

中部－４５ 株式会社トヨックス 富山県黒部市
高機能樹脂ホースの特殊成型加工技術を利用した快適で省エネルギー性能の高い
輻射空調パネルの製造・販売事業

中部－４６ 新光硝子工業株式会社 富山県砺波市 高精度な「曲げガラスの加工技術」を活かしたインテリア製品の製造・販売

中部－４７ 三陽陸運株式会社 富山県小矢部市 ガラスリサイクル園芸用砂利｢改良スーパーソル｣の製造・販売

中部－４８ 株式会社ヨネダ 富山県南砺市 かぶら寿しの製法を活用した新しい発酵食品の製造・販売事業

中部－４９ ケーファクトリー株式会社 富山県射水市
アルミニウム型材を活用した壁面へのソーラーパネル設置用フレームの製造・販売
事業

中部－５０ 北陸テクノ株式会社 富山県射水市
高燃焼・省エネ・複数品種のアルミ合金の同時供給を可能にした「ポット溶解システ
ム」の製造・販売事業

中部－５１ 有限会社シーブレーン 石川県金沢市
伝統工芸の技術を文字盤に使った「はなもっこ」をはじめとするファッション腕時計の
商品開発と販路開拓

中部－５２ 株式会社冨士交通 石川県金沢市
古刹禅寺「大乘寺」を核とした「禅体験ツアー（雲水になる旅）」による着地型観光事
業

中部－５３ 株式会社宮商 石川県金沢市
地域初の「能登天然ブリのたたき」、「能登本マグロのたたき」の商品力向上と販路
拡大

中部－５４ 山越株式会社 石川県かほく市 遮熱性・省エネ効果の高い緑の屋外カーテン（ガーデンカーテン）の製造・販売事業

中部－５５ 寺井レース有限会社 石川県川北町 編レース技術を活かした防草機能の高い植栽シートの商品開発と販路開拓事業

中部－５６ 有限会社プランドル飯田 石川県津幡町
しめつけが緩やかなのにずれ落ちにくい体に優しいサポーターの商品開発および販
路拡大事業

中部－５７ 寺岡畜産株式会社 石川県志賀町
能登牛の特性を活かした「能登牛のしぐれ煮」及び「能登牛のボロネーゼ」の開発と
販路展開事業

近畿－１ 浜本テクニカル株式会社 福井県鯖江市 プレス加工による薄型積層プラスチックフレームの開発・販売

近畿－２ 日本黒鉛工業株式会社 滋賀県大津市
リン酸鉄リチウムイオン電池用の黒鉛新製品「黒鉛導電性塗料を塗布したプライ
マーコート品」の開発・製造・販売

近畿－３ 関西産業株式会社 滋賀県彦根市 籾殻を利用した施設園芸用暖房機の開発・製造・販売

近畿－４ 株式会社ホロニック 滋賀県守山市 琵琶湖ブランドを活用したオリジナルウェディングサービスの開発・販売・提供

近畿－５ 有限会社白浜荘 滋賀県高島市 着地型観光「水と生きる近江高島　知的探求心とパワーチャージの旅」の開発・提供

近畿－６ 滋賀麻工業株式会社 滋賀県愛荘町 “洗える麻わた”を用いた敷きパッドと他用途パッドの開発・製造・販売

近畿－７ 株式会社髙岡 京都府京都市
京座布団作りの伝統と技を活用した「おじゃみ座布団」改良商品の開発、製造及び
販売

近畿－８ 高橋練染株式会社 京都府京都市
プリント染色、整理加工仕上げの一貫技術を活かし高機能性を付加した、「伝統柄を
モダンに復刻したデザイン生地及び関連製品」の開発・製造・販売

近畿－９ 株式会社細尾 京都府京都市 西陣織の技術を活かした高級ファブリックの開発と販売
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近畿－１０ 佐々木酒造株式会社 京都府京都市
京都の伝統的甘口清酒製造法である麹糖化技術を活用した天然糖化飲料及び食
品原料の開発・販売

近畿－１１ 有限会社横山竹材店 京都府京都市 京銘竹に防炎加工を施した装飾竹材の開発・製造・販売

近畿－１２ 民谷織物 京都府京丹後市 ”螺鈿テキスタイル””レザーテキスタイル”の開発・販売

近畿－１３ 株式会社とト屋 京都府京丹後市
未知なる海の京都・丹後海岸の魅力をマイスターが直伝「丹後マイスターツーリズ
ム」の開発・提供

近畿－１４ 宮眞株式会社 京都府与謝野町 シルクとポリエステル等からなる新丹後テキスタイルの開発と販売

近畿－１５ 浪速鉄工株式会社 大阪府大阪市 安全性・機能性・市場性を高めた可動自在なアイボルトの開発・製造・販売

近畿－１６ 吉田房織物株式会社 大阪府泉大津市
国内で最も厳しい船舶向け基準をクリアした有毒ガス難発生・ 難燃カーペットの製造
販売

近畿－１７ 東洋スチール株式会社 大阪府東大阪市 高張力鋼を用いて高耐久・軽量化を実現したハイテンキャスターの試作・製造・販売

近畿－１８ 株式会社奥谷金網製作所 兵庫県神戸市
板厚より、小孔径で加工したパンチングメタル「スーパーパンチング」の開発・製造・
販売

近畿－１９ オーヨン株式会社 兵庫県神戸市 繊細な金型レスのプレス成形技術「デリット加工」の開発・製造・販路開拓

近畿－２０ 水木真珠有限会社 兵庫県神戸市 高度漂白技術を用いた自社ブランド高付加価値真珠の開発・販売及び海外展開

近畿－２１ 大喜皮革株式会社 兵庫県姫路市 レザーの上質感と布の機能性を併せ持つ新素材生地の開発・製造・販売

近畿－２２ 近畿セラミックス株式会社 兵庫県淡路市 現場加工を不要とした次世代型ユニット式瓦の開発・製造・販売

近畿－２３ 原田織物株式会社 和歌山県橋本市 フィラメントを使ったループパイル生地による生活雑貨品等の企画開発・製造・販売

中国－１ 甲陽ケミカル株式会社 鳥取県境港市
カニ殻から抽出される「キチン」「キトサン」を活用した高付加価値商品の製造、販売
事業

中国－２ 有限会社馬野 岡山県岡山市
衣料リフォーム技術を活用した立体縫製によるジャストフィットジーンズの開発及び
販路開拓・構築

中国－３ 株式会社丸五 岡山県倉敷市
地下足袋をベースに開発したファッション性と機能性を備えたフットウェアの開発及
び販路開拓

中国－４ 株式会社木の里工房木薫 岡山県西粟倉村
「森からこどもの笑顔」をキーワードに、美作材による大型木製遊具・保育家具等の
商品開発及び販路開拓

中国－５ 株式会社ようび 岡山県西粟倉村
美作材による伝統的な「木組み」等の技術・ノウハウを活用した木工製品の開発・販
売

中国－６ 株式会社坪川毛筆刷毛製作所 広島県呉市
川尻筆の技術を活用した、画期的な扱い易さと書き易さを持つ「形態安定小筆」の開
発、販売事業

中国－７ マル幸商事株式会社 山口県下関市
下関市の地域資源である「クジラ」「ふぐ」「レンコダイ」「ウルメイワシ」を活用したレト
ルト加工等による商品開発および販路拡大

中国－８ 有限会社中村民芸社 山口県山口市
「大内塗」の技術を活用した新しい生活の器「山口陶漆器」や「インテリア商品」「小物
雑貨」等の新商品開発及び販路開拓事業

四国－１ 田島テクニカ株式会社 徳島県吉野川市
「家具・建具の生産にかかる技術」を活用したEVA樹脂に異素材を貼り合わせた素
材で作るライフスタイル雑貨の開発・販売促進

四国－２ 有限会社倭麺工房 徳島県つるぎ町 半田手延べそうめんの生産に係る技術を活用した手延べパスタの開発・製造・販売

四国－３ 株式会社キングフーズ 香川県さぬき市
冷凍食品の生産に係る技術を活用した新たな魚介類使用冷凍食品の開発・製造・
販売

四国－４ 株式会社さぬき市ＳＡ公社 香川県さぬき市 香川県産ぶどう「香大農Ｒ－１」を活用した清涼飲料水の開発・製造・販売

四国－５ マコーズファクトリ－株式会社 香川県高松市 希少糖を使用したベーグル・イングリッシュマフィンの開発・製造・販売

四国－６ 昭和刷子株式会社 愛媛県内子町 「じゃばら」の果皮粉末を活用した石鹸、歯磨剤の開発・製造・販売

四国－７ 北川村ゆず王国株式会社 高知県北川村 柚子を活用した加工品(ペクチンを含まない柚子マーマレード)の開発、製造、販売

四国－８ 株式会社こみベーカリー 高知県高知市 高知県産の米を活用した中華点心の開発・製造・販売

四国－９ 有限会社菱田ベーカリー 高知県宿毛市 高知県産の米を活用したラスクの開発・製造・販売

九州－１ 株式会社イーエム 福岡県福岡市 シロサバフグを始めとする玄海のふぐを活用した加工食品類の開発と販路開拓

九州－２ 株式会社オーラテック 福岡県久留米市
界面活性剤を使用せず水とツバキ油を混合する技術で作るヘアケアローションの販
路開拓と、フットケアローションの開発・販路開拓

九州－３
株式会社イマムラ・スマイル・
コーポレーション

福岡県久留米市 耳納杉を用いたオリジナル薄板成形容器「木匠」の開発・販売

九州－４ 株式会社丸仙工業 福岡県柳川市
「水回り設備等を内側に取り囲み一体化した壁面収納家具ユニット」の開発と販路開
拓

九州－５ 株式会社トーシン 福岡県大川市 い草に茶染加工を施した茶染畳表と茶染畳表加工商品の開発・販路開拓

九州－６ 有限会社ヨコタウッドワーク 福岡県大川市 コンパクトで移動型の機能性折り畳み収納デスクの開発と販路開拓
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九州－７ 有限会社石橋屋 福岡県大牟田市 「手ごねこんにゃく」技術を活用した新たな食品添加材の開発および販路開拓

九州－８ 株式会社林田産業 福岡県福津市 竹材を活用した新たな農業用液肥等の開発・販売

九州－９ 株式会社スカルパ 長崎県長崎市 茂木びわの種を活用した独自の焙煎加工によるびわ種茶の開発及び販路開拓

九州－１０ 株式会社ウエハラ 長崎県対馬市 日本ミツバチのはちみつを使った幻の菓子「くわすり」の再現、試作開発、販路開拓

九州－１１ 株式会社蒲公英 熊本県八代市 八代産完熟トマトと植物性乳酸菌を活用した商品の開発・販路開拓

九州－１２ 株式会社小田商店 熊本県宇城市 熊本県産蓮根にナノバブル水を活用した商品の開発、製造及び販路開拓

九州－１３ 株式会社れんげ・カンパニー 熊本県山鹿市
熊本県産大豆を丸ごと微粉末にした無臭全粒大豆粉を活用した商品の開発及び販
路拡大

九州－１４ 有限会社原田食品製造所 熊本県山鹿市
古式麹蓋製法による熊本県産発芽玄米を使用した麹及び麹加工食品の開発及び販
路開拓

九州－１５ 有限会社虹の通潤館 熊本県山都町
九州中央山地国定公園（九州脊梁＜せきりょう＞山地）等を活用した“健康と環境と
学び”の専門ガイド・インストラクター付き滞在型エコツーリズムプログラムの開発と
販路開拓

九州－１６ 株式会社みょうばん湯の里 大分県別府市 土産品等向け「湯の花素材」と加工品の開発、企画提案、販路開拓

九州－１７ クックヒルファーム 大分県由布市 大分県産生乳を原料としたアスリート向け食品の開発・販路開拓

九州－１８ 宮崎ひでじビール株式会社 宮崎県延岡市
SPG膜精密ろ過技術と宮崎県農産物を利用したビール・フルーツ発泡酒の開発と販
路開拓

九州－１９ 株式会社水永水産 宮崎県門川町 宮崎焼酎もろみ漬けを活用した簡便食品の開発と販路開拓事業

九州－２０ 有限会社やまた水産食品
鹿児島県阿久根
市

地魚の落し身を加工した「お魚パスタ」の商品化と販路開拓

九州－２１ 有限会社やまさき 鹿児島県姶良市 黒さつま鶏の「桜島灰干し」の開発と販路開拓事業

沖縄－１ 株式会社ＥＣＯＭＡＰ 沖縄県那覇市 北大東島未利用資源「月桃及びドロマイト」を活用した製品の販路開拓

沖縄－２ 有限会社首里琉染 沖縄県那覇市
独自の染色技法「サンゴ染」を活かした、新しい商品の開発・デザイン化とブランド形
成

沖縄－３ 有限会社島酒家 沖縄県那覇市 塩をテーマとした大人のおつまみを含めた商品のブランド化及び販売戦略

沖縄－４
有限会社ジグゼコミュニケーショ
ンズ

沖縄県那覇市
沖縄の民族芸能エイサー、ハーリー（ハーレー）、那覇大綱引き等、沖縄の伝統文化
を活用した「飛び出す仕掛け絵本」を制作・販売を行う。

沖縄－５ ゆいまーる沖縄株式会社 沖縄県浦添市 新しい沖縄工芸品によるテーブルウェア及びライフスタイル雑貨の提案

沖縄－６ 崎山酒造廠 沖縄県金武町 「琉球もろみ酢　復活販売計画」

沖縄－７ 有限会社インターリンク沖縄 沖縄県金武町 豆腐餻（とうふよう）の高付加価値化と多用途化の２極化戦略による市場拡大事業

沖縄－８ 株式会社プラザハウス 沖縄県沖縄市
沖縄の素材・デザイン・工芸技術にこだわったファッション・雑貨・ギフトブランドの展
開

沖縄－９ 合同会社島の元気研究所 沖縄県伊是名村 島米を活用した新商品の開発と既存米粉商品の県内外販路拡大事業

沖縄－１０ 株式会社ポイントピュール 沖縄県久米島町 沖縄天然成分を生かした海洋深層水を使っての医薬部外品の製造・販売事業

沖縄－１１ 有限会社楽園の果実 沖縄県宮古島市 宮古島果実を使ったスイーツ及びCaféメニューの商品開発・販路拡大

沖縄－１２ 株式会社上原ミート 沖縄県豊見城市 沖縄産の牛・豚・調味料・島野菜を活用した食肉加工商品の開発・販路拡大

沖縄－１３ 株式会社あざみ屋 沖縄県石垣市 八重山ミンサーの新しい活用法によるファッション展開プロジェクト

沖縄－１４ 有限会社アルル 沖縄県石垣市
八重山の観光資源を活用したフォトウェディング・メモリアルフォト（記念日写真）及び
関連商品の開発・販路開拓事業

沖縄－１５ 株式会社島藍農園 沖縄県石垣市 木藍染めを活用した「イノベーションストール」の開発とブランドの構築

沖縄－１６
コーラルインターナショナル株式
会社

沖縄県与那国町 与那国化石サンゴのミネラルサプリメント、トップブランド構築と商品の高度化事業
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