
□地域産業資源活用事業計画　認定予定一覧

番号 事業者名 地域名 事業テーマ 事業概要 活用する地域資源

北海道ー1
有限会社マルマ松本
商店

北海道
紋別市

未利用ホタテとホタテの
煮汁を活用した新商品の
開発、及び、ブランディン
グ化事業

加工の際に発生する規格外品のホタテガイを、「ホタテフレーク」及び出汁として活用し、
新たな加工品の開発・生産及び販路開拓に取り組む。
漁獲から製造まで一貫した加工が可能なことから、新鮮、衛生的かつ安全な食品を求
める消費者ニーズへの対応と併せ、旅行者向けお土産需要に答えうるよう常温流通を
可能とする商品開発に取り組み、これら商品のブランド化を行う。

ホタテガイ、カニ
（農林水産物）

北海道ー２
オホーツク・ショコラッ
ティエ株式会社

北海道
美幌町

オホーツクの地域資源を
使った地域色豊かな量
産型チョコレートの市場
化事業

当社が培った手作り高級ショコラを創る技術・ノウハウ及び医学的な見地と研究実績を
ベースに、地域産業資源である「ホオズキ」を活用した手作り高級ショコラに加え、その
他の地域産業資源の香り、味、食感を活かした地域色豊かな量産タイプのショコラを開
発し、市場化を目指す。

ホオズキ、トドマ
ツ、そば、スイー
トコーン（農林水
産物）

北海道－３
有限会社マルトシ吉
野商店

北海道
寿都町

スッツ・オイスター・ビレッ
ジ整備と寿都の歴史・文
化・マリンフードを組み合
わせた観光事業

「寿カキ」「シラス」をテーマとした観光プラットフォーム「スッツ・オイスター・ビレッジ」を整
備し、新たな食材メニューを開発することに併せ、観光資源が分散している寿都町にお
いて、地域一体となって観光メニューを有機的に連携し、体験観光メニュー開発及びプ
ロモーションに取り組みながら、寿都町の交流人口増加、地域ブランド構築に繋げる。

寿カキ、シラス
（農林水産物）

東北－１
有限会社十和田乗馬
倶楽部

青森県
十和田市

独自技術で改良した「新
南部馬」を活用した競技
流鏑馬のブランド化

独自技術で改良した小型強靱で温和な性格の「新南部馬」を活用した競技流鏑馬のブ
ランド化を目指す。競技流鏑馬の普及により従来のレジャーホースと2本柱で「駒の里・
十和田ブランド」の確立を図る。技能、知識、地域の貢献などを基にした独自の技能認
定制度を確立なども目指す。十和田市や市内観光関連事業者と連携も強化する。

流鏑馬
(観光資源)

東北－２ 有限会社島木材工業
青森県
大間町

青森ヒバの小径木を活用
した構造材の製造、販売

耐久性、耐湿性、耐蟻性の面で優れた青森ヒバの芯持ち小径木を独自の乾燥技術でネ
ジレ、割れの少ない構造材を製造。小径木の有効利用を図り、青森ヒバに関心のある
消費者のニーズに応える。木材市場を通して建設業者等に販売することから、木材市
場との連携を強化し、ニーズを製品作りに反映させる。

青森ヒバ
（農林水産物)

東北－３
インベンターズ株式
会社

宮城県
気仙沼市

気仙沼産カキの旨味を
活かした「オイスターチャ
ウダー」等の商品化とブ
ランド構築

気仙沼産かきの旨みを活かし、ワカメや魚介類等の地元食材も使った「オイスターチャ
ウダー」を開発・製造し、ギフト市場や百貨店等への販路開拓に取り組む。気仙沼産か
きのブランド化を図りかき自体の価値を向上させるとともに、消費量・生産量の拡大を図
り、震災により失われた販路を取り戻すことを目標とする。

かき
（農林水産物）

東北－４ 有限会社登府屋旅館
山形県
米沢市

本物の温泉を車いすでも
楽しめ、和の文化を体験
する宿と小野川温泉街の
ブランド化

車いす利用者やその家族を主なターゲットとし、刻み食などの対応や落語会、貸切風呂
の設置などバリアフリー環境の整備、サービスの提供を行うことで、新たな価値を創造
する。特徴である泉質の良さを活かすため、高頻度の成分分析も実施。地域の関連団
体と連携しながら小野川温泉のさらなるブランド化を目指す。

小野川温泉
（観光資源）

関東－１
株式会社リッツコーポ
レーション

栃木県
小山市

ゆうがおの実を活用した
音響製品（オーディオス
ピーカ－）の開発と販売

ゆうがおの実の形状そのままを活かすため、中身をそのままくり抜いて筐体とする音響
製品（オーディオスピーカー）の開発・販売を行う。大きさや形がそれぞれ異なる特徴が
あり、購入者だけが有することができるオンリーワン商品を提供する。

ゆうがおの実
（農林水産物）

関東－２
鳥山畜産食品株式会
社

群馬県
渋川市

群馬県産赤身肉質を追
求した嗜好別牛精肉およ
び加工品の製造・販売

肉牛育成データや生産・販売一貫体制などの経営資源を活用し、赤身肉の旨味や柔ら
かさを追求した肉牛の生産と、消費者ニーズにあった嗜好別肉牛の精肉販売及び加工
品の開発販売を実施する。

群馬の牛肉
（農林水産物）

関東－３
茂木食品工業株式会
社

群馬県
下仁田町

群馬県産蒟蒻を活用した
「口どけこんにゃく」の開
発および販売

長年培ってきたこんにゃくの製造技術・ノウハウを活用し、こんにゃくの風味、味を保持
し、舌や歯茎のわずかな力で崩れ、高齢者や幼児でも食べられる新しい食感の「口どけ
こんにゃく」を開発する。

群馬の蒟蒻
（鉱工業品）

関東－４ 株式会社よこい
埼玉県
春日部市

麦わらと新素材を組み合
わせた新たな機能性アウ
トドアファッション帽子の
開発・製造・販売

麦わら帽子の製造技術である単環縫いを活用し、天然素材へのこだわりと新機能素材
を組み合わせた「機能性アウトドアファッション帽子」の開発・製造・販売に取り組む。

麦わら帽子
（鉱工業品）

関東－５ 株式会社一の湯
神奈川県
箱根町

箱根温泉と文化財・農業
などを組み合わせた観光
体験サービス及び関連
土産商品開発・販売事業

箱根温泉を基盤に、文化財指定旅館、周辺の農家、漁業者等が連携し、文化財温泉巡
り、神奈川のみかんを活かした農業体験、箱根寄木細工などの伝統工芸の体験、芦ノ
湖の大自然と味覚を体験する体験型観光サービスを提供し、箱根エリアに地域を挙げ
たインバウンドの観光基盤を作り上げる。

神奈川のみかん
（農林水産物）
箱根寄木細工・
木造嵌
（鉱工業品）
芦ノ湖のわかさ
ぎ、芦ノ湖
（観光資源）

関東－６

有限会社竹林堂
国本屋
矢崎酒店
株式会社ツーリスト
ジャパン

山梨県
富士川町

落語を核とした新たな体
験型プログラムならびに
関連商品の開発・販売
と、「落語のまち」としての
富士川町のブランド化

富士川町の地域産業資源“『落語「鰍沢」』の舞台”を活用し、 “『落語「鰍沢」』の舞台”を
めぐる新たな体験型プログラムを開発して、地域への観光客を増やすとともに、富士川
町が“『落語「鰍沢」』の舞台”であることの特徴を活かした和菓子、日本酒、宿泊サービ
スや弁当、関連ツアーの開発・販売を行う。

『落語「鰍沢」』の
舞台
（観光資源）



関東－７

ＬＯＣＡＬＳＴＡＮＤＡＲ
Ｄ株式会社
株式会社タビゼン
株式会社
S.T.COMPANY
新田商店

山梨県
甲州市
ほか

ワインを核とした地域連
携プラットフォームの構築
による地域のブランド化
と関連商品・サービスの
開発・販売

山梨県産ワインという地域資源を活かし、地域住民とワイナリーの協力のもと、「ワイン
ツーリズムやまなし」というイベントを開催している。本事業ではイベントによって生まれ
た地域に流入する人の流れを活かし、ワインを核とした地域連携のプラットフォームを構
築することによって、新たな関連商品・サービスの開発・販売を行う。

山梨県産ワイン
甲州ワイン
（鉱工業品）

関東－８ フジゲン株式会社
長野県
松本市

自社ブランドアコース
ティックギターの開発・製
造・販売

従来のアコースティックギターの弱点である高音域での演奏性の悪さを解消する当社独
自の開発技術「ヒールレスネックジョイントシステム（国内特許取得、海外意匠登録申請
中）」を搭載した自社ブランド アコースティックギターの開発・製造・販売を行う。

楽器
（鉱工業品）

関東－９
株式会社コーヨー化
成

静岡県
静岡市

静岡のバラ抽出エキスを
活用したバラ関連商品の
開発及び販売

芳香性を高めた静岡産バラのＢ級品等の花弁を集めて天然由来の「静岡のバラ抽出エ
キス」を生成し、当社の機能性を付加したウェットシートの企画・開発ノウハウにて、バラ
関連商品を開発・販売を行う。

バラ
（農林水産物）

中部－１ 瀬尾製作所株式会社
富山県
高岡市

高岡銅器を活用した、イ
ンテリア機能と祭祀昨日
を併せ持つ自社ブランド
仏具「Ｓｏｔｔｏ」の製造・販
売事業

高岡銅器を活用したコンパクトでインテリア性の高い「手元供養』向け仏具の製造・販売
を行う。建築の洋風化やマンション・アパート等の住空間の変化に合わせて、複数の仏
具をまとめたオールインワンで現代風デザインのコンパクトな仏具を開発。
首都圏を中心とした仏壇を持たない消費者をターゲットに販路開拓を行う。

高岡銅器（鉱工
業品）

中部ー２ 有限会社一山製陶所
岐阜県
土岐市

高い密閉性による無水調
理を可能にした土鍋「セ
ラキュート」等調理器具
の製造・販売事業

美濃焼の製造技術を活用した無水調理鍋「セラキュート」の製造・販売を行う。
焼成や乾燥、研磨工程の工夫を経て蓋と鍋本体の密着性を高め、無水調理が可能な
土鍋を開発。鍋内側にはガラスコーティングを施すことで焦げ付きや臭い付着を防止
し、競合品との差別化を図る。
健康志向や料理に関心の高い客層への販路開拓を行う。

美濃焼（鉱工業
品）

中部－３ 山勝染工株式会社
愛知県
名古屋市

名古屋黒紋付染の染色
技法を用いた服飾関連
製品の製造・販売事業

名古屋黒紋付染の染技法である浸染技法を用いた服飾小物の製造・販売を行う。
同社の持つ染技術により、綿やウール等の新素材への浸染を実現したほか、多色染め
により様々な色合いの小物を開発。手染めで染めるため機械では難しい淡い色合いも
堅牢度高く染め上げる。
ファッションに関心が高い女性層を中心に販路開拓を行う。

名古屋黒紋付染
（鉱工業品）

中部－４
メトロ電気工業株式
会社

愛知県
安城市

高効率の赤外線式金型
加熱器の製造・販売事業

自社が持つフィラメントの加工技術を活用した電気式の鋳型加熱器を製造・販売を行
う。加熱部分を二重管としたカーボンヒーター（特許取得済）により、競合品と比較して昇
温時間の短縮や省エネを実現した上、温度管理が容易な鋳型加熱器を開発。
地域の電力会社と連携し、鋳型を使用する機械製造メーカーを中心に販路開拓を行う。

愛知の一般産業
機械（鉱工業品）

近畿－１
竹内菓子舗 福井県

福井市

福井県産米粉１００％を
使用した温度によって食
感が変化する冷凍カステ
ラの開発・販路開拓

小麦アレルギーフリーで、安心安全な福井県産米粉１００％を使用して、冷凍状態から
温度によって食感が変化するカステラの開発を行う。冷凍化によって賞味期限が長くな
り、ギフト需要にも応えられる夏場商品として自社通販、百貨店でのイベント販売から全
国展開を目指す。

福井米（農林水
産物）

近畿－２ 大津毛織株式会社
大阪府
泉大津市

ウール等の厚手織物の
軽量化新商品の開発・製
造・販売

獣毛の紡毛糸に空気を最大限に含ませるこれまでにない紡績方法により、従来商品に
比べて軽い生地を実現する。軽さに加え、糸中に含まれる空気が多くなることによる高
い保温性、繊度が細く良質な原料を使用することによる美しい光沢や上質な手触り等、
機能性と高級感も併せ持つ生地を開発・製造・販売する。

毛織物、紡績（鉱
工業品）

近畿－３
サンデーシューズ株
式会社

兵庫県
神戸市

アクティブな女性向けの
機能性と快適さを高めた
シューズの開発・販売

低反発素材と高反発素材を使い、フィット感と歩きやすさを両立させた独自製法の靴「ふ
わむに」を更に発展させ、履くシーンにあわせた製品の改良、開発及び販路開拓に取り
組む。また、細かい消費者ニーズに対応した自社ブランド製品を展開する。

ケミカルシューズ
（鉱工業品）

近畿－４ 大徳醤油株式会社
兵庫県
養父市

但馬産のホタルイカ等の
魚介を活用した天然醸造
方式による安全・安心な
魚醤の開発・製造・販売

兵庫県但馬地域で水揚げされる魚介（ホタルイカ等）を活用した魚醤シリーズを開発す
る。食品添加物を使用せず、独自の天然醸造方式で製造することで特有の臭みを抑
え、ラーメン店等の外食業界・かまぼこ等の食品加工業界に向け、料理や食品の隠し味
等を用途として販売する。

ホタルイカ、チョ
ウザメ、カレイ、
ベニズワイガニ、
エビ（農林水産
物）

近畿－５

株式会社西村工務店
旅のふぁくとりー
ＳＫＩ　ＢＯＸ
旅館　なかや

兵庫県
香美町
ほか

兵庫県立村岡高等学校
との産学連携による体験
交流型観光「香美町冒険
学習旅行」の開発・提供

「アウトドアスポーツ系」と「地域創造系」の課目を設置する地元の村岡高校と産学連携
し、ハチ北地域の自然や伝統文化を活用した体験交流型の旅行プログラムを開発・提
供し、国内外の教育旅行をはじめ社員研修等の集客を図り、通年型観光地の実現を目
指す。

ハチ北高原、おじ
ろ高原、猿尾滝、
山陰海岸国立公
園（観光資源）

近畿－６ 株式会社堀内果実園
奈良県
五條市

柿・梅などの果実の旨み
を引き出した各種加工商
品の開発・生産・販売

当果実園で収穫できる水分・糖度の豊富な柿・梅などの生鮮果実を原料とし、完熟・国
産・無添加・手作りを基本に、果実に関する専門知識を活用し生産された、旨みを引き
出した各種加工商品を販売する。

奈良の柿、梅、薬
用植物、大和野
菜（農林水産物）

近畿－７
萩原メリヤス株式会
社

和歌山県
和歌山市

「高オリジナリティ生地」
でファッションにこだわり
を持つ層に向けたアパレ
ル製品の開発・製造・販
売～独自の編み技術と
素材へのこだわりで実現
～

ニット生地メーカーとして培った独自の素材開発力や自社開発した編み機を用いた編み
技術により、「高い感性を持ちオリジナリティに富む生地」を生産し、セレクトショップ等に
代表される“他にないもの”、“こだわりのあるもの”を求めるニーズに応えた、アパレル
製品の開発・製造・販売を行う。

ニット（鉱工業品）



中国－１
株式会社佐藤工務所
株式会社奥出雲中村
ファーム

島根県
奥出雲町

エゴマの未利用資源（絞
り滓）を活用した、加工食
品・美容用品向け加工原
料の開発・販売

エゴマに含まれるαｰリノレン酸は、エゴマ油の絞り滓にも含有しており、今まで未利用
資源であった絞り滓を原料に「パウダー」「乳化液」「ペースト」を商品化し、食品、美容業
界に向けた加工原料として販売していく。

エゴマ（農林水産
物）

中国－２ 株式会社松本
岡山県
高梁市

岡山県産の竹の子の皮
を活用した容器・包装材
等の開発と販売

岡山県産の竹の子の皮を使用し、皮の短冊をクロス編みにした商品や竹の子の皮と樹
脂や特殊な紙を圧着・成型する商品等を開発するもので、竹の子の皮という天然素材を
使用しながら、機能性、デザイン性、剛性が高く、かつ品質が安定した商品の開発・販
売を行う。

竹の子（農林水
産物）

四国－１ 株式会社さわ
徳島県
徳島市

木頭ゆずの果皮と種子を
活用したマイクロペースト
及びマイクロペーストを
活用した冷凍加工食品
の開発・製造・販売

βカロテンやヘスペリジン、ビタミンＣなどの栄養成分を豊富に含むゆずの果皮と種子を
活用した高圧処理により通常の裁断よりも細かなマイクロペーストの開発及びマイクロ
ペーストを活用した冷凍マドレーヌ、冷凍パンの開発・製造・販売を行う。

ゆず（農林水産
物）

四国－２ 有限会社ポルテ
香川県
東かがわ
市

手袋の生産に係る技術
を活用した「耐切創・耐突
刺手袋」の開発・生産・販
売

手袋の生産に係る技術を活用し、アラミド繊維織布及び極細高密度ポリエステル繊維編
布を使用した従来にない耐切創・耐突刺の両機能を有し、柔軟性に優れた手袋の開発・
製造・販売を行う。

手袋（鉱工業品）

四国－３
渡辺パイル織物株式
会社

愛媛県
今治市

タオルの生産に係る技術
を活用した高品質服地の
開発・製造・販売

タオルの生産に係る技術（パイル織り）を活用し、綿と綿、綿と異素材を組み合わせた４
ピック・５ピック織りの「パイル抜けしにくく型崩れしにくい」という特性を持つ高品質服地
の開発・製造・販売を行う。

タオル（鉱工業
品）

四国－４ 株式会社魚一家
愛媛県
愛南町

愛南町深浦漁港で水揚
げされる生カツオを活用
した炙りわら焼きカツオタ
タキの開発・製造・販売

愛南町深浦漁港で水揚げされた新鮮な生カツオの持つ、タンパク質、ビタミン、ミネラ
ル、ＤＨＡ、ＥＰＡなどの栄養成分を豊富に含む特性を活用し、わらで炙り、リキッド凍結
を施した「炙りわら焼きカツオタタキ」の開発・製造・販売を行う。

カツオ（農林水産
物）

九州ー１ 有限会社紅屋
大分県
日田市

世界初、杉の含有成分を
利用した自然発色杉材
の試作開発・販路開拓

塗装や染色を行わず、杉が持つ成分を利用した自然発色加工による新たな杉材を共同
開発。この商品は、安心安全面と水中・土中に埋もれて長い年月が経過した杉の美しい
板目（神代杉調）が特徴である。製材業者や家具メーカー等で構成されるプロジェクト
チームと連携し、さらなる試作開発及び国内外への販路開拓を行う。

杉（農林水産物）

九州－２ 有限会社やまえ堂
熊本県
山江村

「やまえ栗」100％使用し
た「栗」菓子のシリーズ化
と、新商品開発事業

大粒でほっこりとした甘みが特徴である「やまえ栗（和栗）」を使用した栗菓子「栗きんと
ん」のシリーズ化やマロングラッセ風の「渋皮煮」の試作開発を計画。健康志向の強い消
費者をメインターゲットとして、国内で販路開拓を行う。

くり（農林水産物）

九州－３ 株式会社大慶
佐賀県
有田町

有田焼で、電子レンジ・
オーブンで使える調理器
兼食器の商品開発と販
路開拓

自社の持つ耐熱磁器の開発技術と蒸気調節に関する特許技術を活用し、デザイン性、
安全性に優れ、「温める」、「焼く」、「煮る」、「蒸す」、「湯煎」の１台５役の機能を持たせ
た磁器製の電子レンジ・オーブンレンジ対応調理器兼食器の開発及び販路開拓を行う。

伊万里・有田焼
（鉱工業品）

沖縄－１
株式会社ポイント
ピュール

沖縄県
久米島町

久米島海洋深層水を活
用したハラル対応化粧品
等の製造・販売事業

当社は創業時より、雑菌が少なくミネラル分豊富な「海洋深層水」という地域資源を活用
した化粧品製造を進め、その認知度が高まる中でOEM受注を拡大してきた。今事業に
おいてはさらにハラル対応の製造工程を確立、認証を得ることで、当社にとっての新た
な市場＝観光市場への参入を目指していく。

海洋深層水（鉱
工業品）

沖縄－２ yu-i FACTORY
沖縄県
南風原町

駆除される「久米島ハブ」
を活用し、地域と連携し
たハブ革製品の商品開
発及び販路開拓事業

沖縄県のハブ革の模様は「南部」と「北部」「久米島」で異なり、県内では「沖縄県産ハブ
革」をハブの生体から革へ加工する業者は皆無。２００６年から本格的に県内初のハブ
革の「鞣し」加工に挑戦し、約２年の歳月を掛けて成功。
生態系を崩す事の無いよう久米島町において駆除されるハブを活用。ハブ本来の模様
の細かさを活かした商品を作り「地域ブランド」を確立、地域に還元出来る仕組みを構築
することで「沖縄県産ハブ革」のステイタスを確立する。

ハブ（農林水産
物）


