
地域産業資源活用新商品開発等支援事業【採択件数：１４２件】

地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

北海道－１ 株式会社ぐんじ 北海道網走市
流氷硝子館をプラットフォームとしたオホーツクの食と文化をテーマとする体験型観
光推進事業

北海道－２ 株式会社川島旅館 北海道豊富町 豊富温泉を中核とした食と美容をテーマとする滞在型観光事業

東北－１ 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－２ 河野商店 青森県むつ市 青森県下北半島産アピオスを活用した食品開発、販売事業

東北－３ 有限会社サンマモルワイナリー 青森県むつ市
青森県産りんごを使用した「アップルワイン」・「アップルスパークリングワイン」の開
発、製造

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 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－６ 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－７ 株式会社佐幸本店 岩手県久慈市 ヤマブドウ樹液を活用した化粧品用原料の開発及び販売

東北－８ 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

東北ー９ 久慈ファーム有限会社 岩手県二戸市
自社農場生産の「折爪三元豚　佐助」（佐助豚）を使ったシャルキュトリー（フランス
の豚肉加工品）等の開発、製造及び販売

東北－１０ 及源鋳造株式会社 岩手県奥州市
南部鉄器の優れた機能性とデザイン性を兼ね備えたプロ向けの新たなテーブルウェ
アのブランド化

東北－１１ 株式会社川喜 岩手県釜石市
低酸素気流を利用した粉体殺菌技術による保存性に優れた無添加性生そば・半生
そばの開発・販売

東北－１２ 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企業ブ
ランド“monmaya”及び製品ブランド“monmaya＋”ブランドの確立

東北－１３ 株式会社フカコラ美人 宮城県気仙沼市
"キレイ”を発信「日本・アンチエイジングな街・気仙沼」を実現するための気仙沼産フ
カコラーゲン等を活用した健康美容食品等の開発と販売

東北－１４ 株式会社カネダイ 宮城県気仙沼市
まるずわいがにを活かした、手軽に本格かに風味が出せる調味料等の開発・製造・
販路開拓とブランディング

東北－１５ マルニ食品株式会社 宮城県登米市
「あおばの恋」等宮城県産小麦を活用した女性向け新テイストパスタ＆パスタスイー
ツの新ブランド開発

東北－１６ 有限会社三浦米太郎商店 秋田県にかほ市 新素材等を活用した食べやすさや風味を革新させた「鰰寿し」の開発・販売

東北－１７ 有限会社奥山メリヤス 山形県寒河江市
超立体造形技術とマルチゲージ対応によるメイドインジャパンのトータルニットブラン
ドの確立

東北－１８ 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－１９ 株式会社出羽 山形県酒田市
本邦初！庄内産そばと庄内米を活用した新商品（そばどぶ）の商品化及びブランド
化

東北－２０ 株式会社石井製作所 山形県酒田市
稲作における低コストと省力化を同時実現する”無コーティング代掻き同時播種機”
の開発と販路開拓

関東－１ 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

関東－２ グリーンズ 茨城県龍ケ崎市
新ターゲット創出に向けた茨城県産ピーナッツ新商品開発販売による地域活性化事
業

関東－３ 株式会社小沢食品 茨城県那珂市
茨城県農産物を使った健康ニーズに対応した新ジャンル大豆加工商品の開発・販
売事業

関東－４ 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－５ 有限会社紺邑 栃木県佐野市 佐野藍の復活による藍染製品の開発および販売

関東－６ 有限会社那須高原今牧場 栃木県那須町
那須地域原産の生乳と乳酸菌を使った地場産チーズの開発と販売および地域ブラ
ンド化

関東－７ 有限会社浅間高原麦酒 群馬県嬬恋村 群馬県産原料を活用した麦の香り豊かなフルーツエールの開発・販売

関東－８ 高崎弁当株式会社 群馬県高崎市 群馬の牛肉・豚肉と老舗弁当屋の技術を融合した惣菜の開発・販売事業

関東－９ 株式会社北毛久呂保 群馬県昭和村 新食感コンニャク加工品の商品開発および販路開拓

関東－１０ 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－１１ ル　パティスリー　ヒデ 群馬県前橋市
パイ用フィリング製造技術を応用した群馬県産農産物のパイ焼き菓子シリーズの製
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
（消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業）　採択事業一覧



地域 補助事業者名 所在地 事業テーマ

関東－１２ 小島染織工業株式会社 埼玉県羽生市 カセ染めによる藍色グラデーション技術とそれを活かした藍染商品の開発・販売

関東－１３ 秩父観光土産品協同組合 埼玉県秩父市 秩父カエデ糖の特性を活かした新たな“カエデ糖”商品の開発と販売

関東－１４ 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－１５ まくら株式会社 千葉県柏市 千葉県産の落花生の殻を使用した｢枕｣の開発及び販売事業

関東－１６ 相川商事株式会社 東京都墨田区
エコテックス認定レザーを使用した、トドラー向けシューズ・雑貨など、レザー商品の
開発・販売

関東－１７ 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－１８ 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－１９ 井上酒造株式会社 神奈川県大井町 西湘フルーツと伝統の酒造り技術を活用したミックスリキュール等の開発・販売事業

関東－２０ 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－２１ 有限会社鳥仲商店 神奈川県平塚市 湘南レッドと湘南しらす加工品を活用した平塚産惣菜の開発・販売事業

関東－２２ 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－２３ 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－２４ ゴッドハンド株式会社 新潟県燕市 冷間鍛造法による超精巧ヤスリ・彫刻刀の開発・販売

関東－２５ 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－２６ 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－２７ 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－２８ 天竜産業株式会社 長野県高森町
市田柿規格外品を活用した市田柿かりんとうとつぶごと市田柿ヨーグルトの開発、
製造、販売

関東－２９ 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－３０ 鈴木晒整理株式会社 静岡県浜松市 製品染めに適した新加工技術および新規生地の開発・販売事業

関東－３１ 西光エンジニアリング株式会社 静岡県藤枝市
減圧製茶機の開発と販売及び、中山間部の茶葉を活用した減圧発酵茶事業化プロ
ジェクト

関東－３２ 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

中部－１ 有限会社四津川製作所 富山県高岡市 高岡銅器を活用し木製漆器を複合させた酒器等の製造・販売事業

中部－２ 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－３ 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－４ 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－５ 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－６ 株式会社金沢豆冨 石川県金沢市 加賀丸いもを活用した、ふっくら食感の高級がんもどきの製造・販売事業

中部－７ サンエス株式会社 石川県小松市
かさ高加工を施したアラミド長繊維のスパッタシート及び火花防護エプロン等保護具
などの製造・販売事業

中部－８ 飛騨高山ファクトリー有限会社 岐阜県高山市 飛騨の牛乳でつくるクリームミルクなどの製造・販売事業

中部－９ 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－１０ 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－１１ 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－１２ アトリエキク 岐阜県郡上市 花酵母の日本酒を原料としたコールドプロセス製法石鹸等の製造・販売事業

中部－１３ 合資会社若林製菓 岐阜県坂祝町 ハツシモの米粉でつくるゴーフレットなど焼菓子の製造・販売事業

中部－１４ 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－１５ 株式会社ジェイ・クリエイト 愛知県名古屋市
水道水圧式テレスコープシリンダ及び当シリンダを利用したリフト装置等の製造・販
売事業

中部－１６
株式会社クリエイトエンジニアリ
ング

愛知県岡崎市 自動車部品設計開発力を活用した小型自動切粉破砕・圧縮装置の製造・販売事業
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中部－１７ 丸石醸造株式会社 愛知県岡崎市 常温流通可能な高果汁・低アルコールリキュールの開発及び販路拡大事業

中部－１８ 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－１９ 株式会社セラミック・ジャパン 愛知県瀬戸市 瀬戸焼の一部にガラスを融合させた陶磁器製品の製造販売事業

中部－２０ 株式会社インスピーディア 愛知県刈谷市
在庫品等の位置情報の取り込みやレーザー等で指し示すＩＴ技術を活用したピッキ
ングシステムの需要拡大事業

中部－２１ 横山興業株式会社 愛知県豊田市
高精度金型研磨技術から誕生したバーグッズのブランド構築とキッチングッズへの
バリエーション展開事業

中部－２２ 金山化成株式会社 愛知県西尾市
発泡樹脂に新たな機能を付与させる独自含浸技術を活用した防蟻断熱材等の製
造・販売事業

中部－２３ 株式会社マエダモールド 愛知県常滑市
常滑焼に用いる石膏型の製造技術を活用した人工乳房および関連製品の製造・販
売事業

中部－２４ 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－２５ 株式会社三重木型製作所 三重県四日市市
軟質プラスチックの切削加工技術を活用した柔軟・弾力素材加工による介護ロボット
等外装の試作品等製造・販売事業

中部－２６ 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－２７ 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

近畿－１ 株式会社室次 福井県福井市 速醸技術を活用した旨味調味料（魚醤油など）の開発・製造および販売

近畿－２ 有限会社かね馬 滋賀県甲賀市
信楽焼の焼成手法を改良して開発した生活環境浄化機能を有する多孔質陶器を用
いた商品の開発・製造・販売

近畿－３ 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－４ 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－５ 株式会社丸昌商店 大阪府泉南市 紡績技術を活用した機能剤固着による複合機能パイル糸の開発・製造・販売

近畿－６ 新興タオル株式会社 大阪府泉佐野市
特殊多層構造糸を使い、泉州タオル伝統技法と独自技法を融合させた高機能タオ
ル及びタオル生地を使った2次製品の開発・製造・販売

近畿－７
日本スチールワイヤーロープ株
式会社

大阪府泉佐野市
水なすをはじめとする泉州野菜と大阪府産果実を使用したピクルスの開発・製造・販
売

近畿－８ 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

近畿ー９ 東洋スチール株式会社 大阪府東大阪市 高張力綱を用いて高耐久・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－１０ 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－１１ 株式会社ベル 兵庫県神戸市 “ドーム製法”を用い、機能性と快適性を高めたコンフォートシューズの開発・販売

近畿－１２ 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－１３ ワシオ株式会社 兵庫県加古川市 “天然繊維シルク”を起毛したインナーウエア・靴下製品の開発・製造・販売

近畿－１４ 東光機材株式会社  兵庫県三木市 高度な平板金属加工により安全性・利便性を高めた“踏み台”の開発・製造・販売

近畿－１５ 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－１６ 株式会社湯村温泉愛宕山観光 兵庫県新温泉町
但馬牧場公園を活かした自然と湯村温泉と食で訴求する外国人観光客向けアク
ティビティーの開発・提供

近畿－１７ 株式会社ソシアル 奈良県御所市 各種”交編フェルト”生地とその応用製品の開発・製造・販売

近畿－１８ 株式会社アイセン 和歌山県海南市 樹脂加工繊維を活用した高洗浄力清掃用品の開発・製造・販売

中国－１ 有限会社岡富商店 島根県大田市 さばの塩辛をベースにした調味料の開発・販売

中国－２ 東洋繊維興業株式会社 岡山県津山市 伸縮する繊維素材による簡便なトレーニングツールの開発・販売

中国－３ 日本綿布株式会社 岡山県井原市 世界初のソリッド・ファイバーによる高付加価値デニム生地の製造販売

中国－４ 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－５ 株式会社ホルツベル 広島県福山市 木製家具の製造技術を活用した高機能内装材等の開発、販売事業

中国－６ 株式会社林商店 山口県下関市 山口県の銘酒「獺祭」の酒粕を使った魚等の粕漬け商品の開発および販路開拓

四国－１ 株式会社ホリ 香川県高松市
オリーブ葉のパウダー及び高濃縮エキスを活用した魚介類の揚げ物冷凍食品の開
発・製造・販売

四国－２
ユースエンジニアリング株式会
社

愛媛県新居浜市
一般産業用機械の生産に係る技術を活用し電極を小型化した大気圧プラズマ処理
装置の開発
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四国－３ 株式会社本田洋行 愛媛県四国中央市 愛媛のかんきつ（温州みかん）を活用したウェットシートの開発・製造・販売

九州－１ 株式会社増田桐箱店 福岡県古賀市
伝統技法に蓄積した加工技術を付加し、機能性とデザインを訴求した桐箱、桐製品
の開発・販路開拓

九州－２
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－３ 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－４ 株式会社星野民藝 福岡県八女市 新たな木工技術を活用した地震災害に備えたテーブルの開発と販路開拓

九州－５ 大川精工株式会社 福岡県大川市
大川木工技術を活用した海苔の品質向上を図る海苔加工機械用裁断刃物の開発
と販路開拓

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

九州－７ 株式会社まんてん 佐賀県佐賀市
佐賀鍋島藩の小紋柄の基になった地ごまの復活とその関連商品「鍋島小紋」の開
発・販路開拓

九州－８ 佐賀冷凍食品株式会社 佐賀県小城市 佐賀県産牛を活用したレンジで美味しいステーキの冷凍加工品開発と販路開拓

九州－９ 天吹酒造合資会社 佐賀県みやき町
佐賀県産食用米と花酵母の最適な組み合わせによる純米大吟醸酒等の開発と新
たな販路開拓

九州－１０ やまさ海運株式会社 長崎県長崎市
“明治日本の産業革命遺産群”と“長崎台場跡”を活用した、観光丸によるヘリテー
ジツーリズム商品の開発と販路開拓

九州－１１ 合資会社鳥丸八十七商店 熊本県熊本市 新たな製造技術によるS型断面形状こんにゃく及び加工品の開発・販路開拓

九州－１２ 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－１３ オオヤブデイリーファーム 熊本県合志市
熊本県産牛乳を原料とした、低温熟成製法による熟成式オメガ３ヨーグルトの開発・
販路開拓

九州－１４ 花の香酒造株式会社 熊本県和水町
食との相性で食卓を華やかに彩る”低アルコールスパークリング日本酒”の開発お
よび販路開拓

九州－１５ 黒川温泉観光旅館協同組合 熊本県南小国町
”黒川温泉街＝一旅館”と見据えた黒川温泉滞在型健康増進＆美容プログラムの
開発と販路開拓

九州－１６ 株式会社プレシード 熊本県嘉島町 熊本産大麦を活用した食物繊維たっぷりのグラノーラ等の開発と販路開拓

九州－１７ 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－１８ 合名会社まるはら 大分県日田市
平安時代にあった穀・肉・魚・草醤等を組合せた普及型新調味料の試作開発・販路
開拓

九州－１９ 株式会社レゾネイト 大分県竹田市
”国内有数”の久住高原と炭酸水素塩泉を活用した、心と身体の健康改善滞在型ヘ
ルスツーリズムプログラム開発と販路開拓

九州－２０ 有限会社白水舎乳業 宮崎県宮崎市 宮崎県産牛乳と糀菌を活用した発酵乳製品の開発と販路開拓

九州－２１ 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－２２ 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－２３
株式会社アマミファッション研究
所

鹿児島県奄美市 大島紬の泥染め技術を活用した「泥染めヨガウェア」の開発と販路開拓

九州－２４ 有限会社はじめ商事 鹿児島県奄美市 「大島紬里帰りプロジェクト」による、裂き織り生地およびリサイクル商品の製造販売

沖縄－１ 株式会社三倉食品 沖縄県西原町
沖縄の地域資源素材を活用した、ヘルシーな沖縄そば麺と、そばスープの開発販売
事業

沖縄－２ 株式会社グラスアート藍 沖縄県名護市 琉球ガラスを活用したエクステリア・インテリア等開発・販売プロジェクト

沖縄－３ 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品の開発・販路拡大

沖縄－４ ゴーヤカンパニー有限会社 沖縄県石垣市 国産胡椒ピパーツ（ヒハツモドキ）を使った高付加価値商品の開発と販路拡大

沖縄－５ 株式会社カネマサミート 沖縄県与那原町 パイナップルポークを活用した加工品製造・販売及びブランド化事業

沖縄－６ 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－７ 有限会社ガーデン　パナ 沖縄県石垣市 石垣島のハーブ農園＆カフェが発信する「琉球ハーブ」加工食品の開発・販売事業

沖縄－８ 株式会社ＥＣＯＭＡＰ 沖縄県那覇市 北大東未利用資源「月桃及びドロマイト」を活用した製品の販路開拓

沖縄－９ 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－１０
コーラルインターナショナル株式
会社

沖縄県石垣市
与那国島化石サンゴのミネラルサプリメント等のトップブランド構築と商品の高度化
事業


