
□地域産業資源活用事業計画　認定

番号 事業者名 法人番号 類型 地域名 事業テーマ 事業概要 活用する地域資源

北海道－１ 有限会社ネイチャー
ライヴ

84500002012148 開発・生産型
北海道
羽幌町

愛の鳥ケイマフリなどを
活用した天売島・焼尻島
の観光事業

海鳥が多く飛来する春～夏にかけて、多くの観光客が訪れる「天売島」と「焼尻島」にお
いて、ケイマフリをはじめとする野鳥撮影や自然体験を好む写真愛好家、観光客を対象
に、写真家による小型ボートを使った海からの海鳥撮影会や「夫婦島」と呼ばれる両島
の愛のパワースポット巡り等を中心とした新たな体験型観光サービスを提供することに
より、さらなる観光客増加を目指す。

天売島と焼尻島
（観光資源）

東北－１ 株式会社エビサワ農
園

5420001013482 開発・生産型
青森県
東北町

農薬、化学肥料を使用し
ないで生産したヤーコン
及び化学肥料を使用しな
いで生産したにんにくを
使った新商品の開発、製
造、販売

本事業では、農薬、化学肥料を使用しないで生産したヤーコン及び化学肥料を使用しな
いで生産したにんにくを使い、ヤーコン茶や黒にんにく等の新商品の開発、製造、販売
に取り組む。健康に関心のある消費者を販売ターゲットとし、首都圏を中心に取引先と
連携して新たな販路を開拓する。

ヤーコン、にんにく
（農林水産物）

東北－２ Ｙプロジェクト株式会
社

3420001013641 開発・生産型
青森県
大間町

下北半島大間町の農林
水産資源を核とした観光
ツアー及び関連商品の
開発、販売事業

本事業では、大間の農林水産物、暮らし・人など、大間のすべてを活用したツアーを実
施して観光客を誘致するとともに、地場産品の物販事業等を行い、自社の経営基盤の
強化を図る。販促ツールを整備し、ネット通販に本格的に取組むとともに、集客力の高
い函館からフェリー大函丸で訪れる顧客の開拓を行う。

大間マグロなど（農
林水産物）、大間
港、大間崎、大函
丸（観光資源）

東北－３ 石巻うまいもの株式
会社

6370001039136 需要開拓型
宮城県
石巻市

石巻に根付いているうま
いものを地元から、日本
全国、海外へ発信するプ
ロジェクト

石巻市の農林水産物等を活用した商品について、ブランド統一基準に基づく改良を行う
とともに、新商品を開発し、全国及び海外に向けた需要の開拓を目指す。　また、アンテ
ナショップの出店を通じて、お客様の声を収集し製造事業者にフィードバックすることで、
各社の開発・製造力の向上を図る。

ほや、かき、さば、
あなご、米、わか
め　ほか（農林水
産物）
かまぼこ、たらこ
ほか（鉱工業品）

東北－４ 株式会社あきた六次
会

9410001006888 開発・生産型
秋田県
大館市

特殊飼育により価値を高
めた独自ブランド比内地
鶏（米代火内鶏）の雄鶏
を最大限有効活用した新
商品開発及び販路開拓
事業

本事業では、通常肉質が固く特有の臭みがするため廃棄処分されている比内地鶏の雄
鳥を有効活用した加工食品の開発、販売に取組む。食に対して拘りを持つ方への提案
を中心として、広く消費者に受け入れられる商品開発を行い、これまで開拓できていな
い市場にも提案していくことにより収益を向上させる。

比内地鶏（農林水
産物）

東北－５ 青文テキスタイル株
式会社

5390001010327 開発・生産型
山形県
米沢市

Aobunブランドのジャガー
ド織物・ジャガードニット
のブランディングによる
企画開発力と海外展開
を目指した販路拡大

本事業では米沢織を活用し、素材の高い品質、優れた意匠性等の優位点をmade　ｂｙ
“Ａｏｂｕｎ”　としてブランド化する。また、ミラノウニカ等の展示会へ出展することで輸出
拡販を図り、さらにジャガード織物とジャガードニットを組み合わせた特徴あるコーディ
ネート提案からの販路拡大を目指す。

米沢織（鉱工業品）

東北－６ 有限会社畑田鐵工
所

5390002009681 開発・生産型
山形県
鶴岡市

ファインバブル発生装置
の商品化と農業・水産分
野、他における全国展開
事業

「精密金属加工」技術を活かして、今後、様々な分野での活用が期待されている「ファイ
ンバブル」の発生装置を開発・商品化し、全国での販路開拓と展開を目指す。国内の農
業・水産分野を販売ターゲットとし、農家・農業法人・水産業者向けに既存の取引関係で
築いたルートを土台に、販路開拓に取り組む。

精密金属加工製品
（鉱工業品）

関東－１ 有限会社育風堂精
肉店

2070002035523 開発・生産型
群馬県

みなかみ
町

群馬県産牛肉と豚肉を
活用した加工品、牛肉の
生ハムなどの開発・販売
事業

群馬県産の牛肉・豚肉を使用した生ハム、生ベーコン、サラミを開発・販売する。豚生ハ
ム製造で培った、水分活性を抑えることで、塩分濃度の低い加工肉でも長期保存を可
能とする技術等を用い、素材本来の味を生かした新商品開発に取り組む。新商品の開
発・販売により、群馬県産牛肉・豚肉の知名度向上及び消費量増加に貢献し、地域活
性化につなげていく。

群馬の牛肉・群馬
の豚肉（農林水産
物）

関東－２ 株式会社サカモト 9030001089402 開発・生産型
埼玉県
飯能市

西川材（杉・桧）の木材加
工技術を活用したひとつ
ぼキャビン事業

地域産業資源である「西川材」の持つ木肌の美しさ・強度の高さと自社の木材加工と製
造技術、設計力を活かして「ひとつぼキャビン」の開発・製造・販売を行っていく。具体的
には①屋外据置型、②屋内置き家具型（和室／木室）を展開していく。西川材の魅力を
多くの人に伝えることで、西川材の利活用促進につなげていく。あわせて当地域事業者
との連携により各社の開発品とともに西川材商品の地域ブランドを情報発信していく。

西川材（鉱工業品）

関東－３

株式会社守半總本
舗
株式会社金羊社
株式会社川島屋
有限会社田中正造
商店

8010801011947
2010801003099
1010801002820
8010802009057

開発・生産型
東京都
大田区

地域資源である【大森海
苔】の産地技術を活かし
た新商品開発・販売事業

産地・生産者・生産時期を限定した「一番摘みの立芽の藻を使用した乾海苔」を原料と
し、大森海苔の産地技術である火入・焼き加工技術を加えた商品を開発・販売する。
　調達・火入れ・味付け・パッケージ製造と申請企業４社それぞれの強みを活かし、開発
に取り組む。

大森海苔(鉱工業
品)

関東－４ 株式会社なんどき 1021001008715 開発・生産型
神奈川県
茅ヶ崎市

茅ヶ崎地ビールと麦芽粕
を活用したドーナツの開
発・販売事業

地域資源である「神奈川の地ビール」を使用した新たなドーナツなどの商品を開発する。
当社で製造販売している茅ヶ崎アンダギーを開発したノウハウをベースに、茅ケ崎の地
域性や地域資源である「地ビール」の製造過程でできる麦芽粕の低糖質という特性と、
ビタミン・ミネラル・食物繊維を豊富に含んだ規格外玄米を利用した、低糖質という特徴
のある新たなドーナツの開発と販売を行っていく。

神奈川の地ビール
（鉱工業品）

関東－５ 三和製紙株式会社 8090001011988 開発・生産型
山梨県

市川三郷
町

市川和紙によるデザイン
性・発色性を活かした新
たな巻子本の開発と販
売

地域産業資源である市川和紙をはじめとして和紙には、その質感、地合い、風合いなど
に特徴がある。さらに当社の和紙は、発色の良さや厚手で丈夫などの特徴がある。本
事業では、市川和紙さらに当社の和紙の特徴を活かした伝統ある巻物形態の巻子本
を、素材、デザイン、使い方の提案などの点で現代における新たなメディアとなる商品と
して確立すべく、巻子本・白無地、巻子本・自費出版用の開発を行い、新規事業の成功
を目指すとともに、市川和紙のブランド化を図る。

和紙（市川和紙、
西嶋和紙）（鉱工業
品）

関東－６ 株式会社マツザワ 7100001023223 開発・生産型
長野県
高森町

市田柿製造過程で発生
する未利用品を活用した
商品開発・製造・販売

地域産業資源「市田柿」の製造過程で発生している“柿果皮”や“撰果規格外果実”、製
造後の撰別において発生する“規格外干柿”は大量に発生し、農地への埋め戻し又は
焼却処分されており、これらの有効活用が地域の大きな課題となっている。本事業で
は、これらを原材料としてスライスした柿のクッキー、液浸食品、製菓原料ペースト・パウ
ダーを製造販売することにより、有効活用をはかるとともに農業者の売上増加に寄与す
る。

市田柿（鉱工業品）

関東－７ 株式会社流通サービ
ス

2080401014969 開発・生産型
静岡県
菊川市

静岡産の抹茶と玉露及
びその加工品の海外に
向けた新商品開発およ
び販路開拓

海外では日本食への関心や健康面での効用が注目され、緑茶の消費量は拡大が続い
ているものの、中国産の低価格な緑茶粉末が多く流通してしまっている。本事業ではそ
れとは一線を画した本物の抹茶、玉露及びその加工品を開発する。そのため、「静岡
茶」で主力のやぶきた種ではなく、抹茶と玉露により適した品種を栽培し、海外ニーズに
合わせたブレンドを行って、海外消費者に対して品質と価値の違いを訴求できる高品質
な緑茶商品を提供していく。

静岡茶（農林水産
物）

中部－１ 有限会社片口屋 7230002013945 開発・生産型
富山県
射水市

地元鰤から造る各種調
味料および調味料を活
用した新商品の開発・製
造・販売

本事業では、地元の鰤を使用した醤油・味噌と関連した調味料シリーズの開発、販路開
拓に取り組む。独自の発酵技術の活用により旨み成分が豊富で、低塩分、低臭、大量
生産を実現。新たな富山ブランド商品として観光関係事業者や、こだわりの商品を揃え
る専門店等に向け販路開拓を図る。アジア、中東などへの海外販路開拓にも取り組む。

ブリ
（農林水産物）

中部－２
株式会社我戸幹男
商店
宮常工房

4220001013561
-

開発・生産型
石川県
加賀市

伝統技法である加飾挽き
を施したデザイン漆器の
製造販売事業

本事業では、山中漆器製造技法の大きな特徴である「加飾挽き」を施した漆器製品の開
発、販路開拓に取り組む。手作りの伝統工芸に、時流に沿ったデザインと形状を取り入
れ、商品に対してこだわりを求める顧客層の感性価値に訴求していく。産地の特徴であ
る加工を施した製品の販路拡大を図ることで産地技術を保存して伝承する機会の創出
につなげる。

伝統工芸品（山中
漆器）（鉱工業品）

中部－３ 株式会社北陸リビン
グ社

5220001012918 開発・生産型
石川県
白山市

「白山温泉郷」を活用した
滞在型宿泊プランの開
発・提供事業

本事業では、ロッジを滞在拠点に「白山温泉郷」の豊かな自然環境と効能が異なる温泉
等を活かした滞在型宿泊プランの開発、販路開拓に取り組む。地域の観光施設や飲食
施設等と協力体制を構築し、首都圏の高所得世帯や欧州、アジア等からの観光客等向
けに中・長期の滞在を前提とした宿泊プランを提供する。

白山温泉郷
（観光資源）



中部－４ 株式会社ルバンシュ 5220001013676 開発・生産型
石川県
能美市

加賀野菜など石川県産
材を活用したハンドク
リームの製造・販売事業

本事業では、加賀野菜など石川県産の食材を活用した天然由来成分かつ食用成分の
みで作られた「食べられるほど安心な」ハンドクリームの製造・販売事業。食品を扱う仕
事に従事している方、子供やペットの口に入る可能性があって、ハンドクリームを使うこ
とをためらっていた消費者向けに安全、安心な化粧品の提供を目指す。

加賀野菜
（農林水産物）

中部－５ 義春刃物株式会社 6200001019708 開発・生産型
岐阜県
関市

関の刃物からなる彫刻
刀の製造技術を活用した
肉のスジ切り器等の開
発・製造・販売事業

本事業では、関の刃物（特に彫刻刀）の製造技術を活用した肉の筋切り器の製造・販売
事業。料理をすることにこだわりを持った消費者をターゲットに、既存の商品である「ミー
トソフター」に対する潜在ニーズを反映した新商品として「niXaX（ニクサス）」を提案し、国
内外の販路開拓を目指す。海外市場に対してはクラウドファンディングの活用を視野に
入れ販路開拓を行う。

関の刃物
（鉱工業品）

中部－６ 株式会社山加商店 6200001021622 開発・生産型
岐阜県
土岐市

美濃焼の成形技術を活
用した量産型「薄型磁器
製飲食器」の開発・製造・
販売事業

本事業では、美濃焼の成形技術を活用して独自ブランドとしての量産型の「薄型磁器製
飲食器」の開発、販路開拓に取り組む。機械メーカーと連携することで独自の製造設備
を開発し「薄さと軽さと手触り感」のある食器の量産化に成功。国内外のこだわりを持っ
た商品を欲している消費者をターゲットに販路拡大に取り組む。

美濃焼
（鉱工業品）

中部－７ 黒田商事株式会社 5180301015732 開発・生産型
愛知県
高浜市

三州瓦のシャモットの特
性を活かした多機能セラ
ミック加工品の製造・販
売事業

三州瓦のシャモットの特性である多孔質構造を活かした透水機能、吸水機能、保水機
能を有するセラミック加工品の製造・販売事業。主な商品は、歩道、広場等のインター
ロッキング用の多機能セラミックブロック「セラックＴＫＨ」。ヒートアイランド対策向けの商
材として販路開拓を図る。

三州瓦のシャモット
（鉱工業品）

中部－８ 三重化学工業株式
会社

9190001010608 開発・生産型
三重県
松阪市

特殊プラスチック素材の
配合・調合技術を活かし
た冷却具等一般医療機
器等の製造・販売事業

特殊プラスチック素材等の独自の配合・調合技術を活かし、優れたフィット感を実現する
冷却具等の製造・販売事業。医療現場等のニーズを吸い上げ一般医療機器として販売
する。医療機器商社、医療・介護施設、学校関連商社への販路開拓を目指す。

プラスチック及びプ
ラスチック製品
（鉱工業品）

近畿－１ 株式会社サンユー 7210001012925 開発・生産型
福井県
鯖江市

越前漆器産地の技術を
活かした蒔絵時計等の
開発・製造・販売

「越前漆器」の産地技術を活用し、独自のデザインを活かした蒔絵腕時計、靴べら、カー
ドケース、スマホケース等を企画、製造し、店舗での販売だけでなく、顧客の要望に応え
たセミオーダーへの対応、キャラクターとのコラボレーション等に取り組む。

越前漆器（鉱工業
品）

近畿－３
株式会社伊と幸
有限会社高山染巧
三芝硝材株式会社

5130001019872
1130002024355
2230001010097

開発・生産型

京都府
京都市
京都府
京都市
富山県
高岡市

絹織物とガラスとを複合
加工した建築資材・内装
資材等の試作開発・生
産・販売
～和装用絹織物の技を
活用した“絹ガラス”の事
業拡大～

地域産業資源である伝統的な「絹織物」を、産業技術を活用し板ガラスに挟みこみ封入
した、美観・飛散防止・安全性・退色防止・防犯・紫外線カットなどの優れた特性を有する
インテリア・建築資材である“絹ガラス”の試作開発・生産・販売に取り組む。

絹織物製品（鉱工
業品）

近畿－４ 宮井株式会社 1130001022780 開発・生産型
京都府
京都市

世界初の静電式電子写
真方式によるデジタル転
写捺染技術を活用したオ
リジナル繊維製品の開
発・製造・販売
～小ロット・短納期・高精
細なふろしき・クリーナー
等～

京都市の地域産業資源である「ふろしき」技術（世界初の静電式電子写真方式によるデ
ジタル転写捺染技術）を活用した小ロット・短納期・高精細なオリジナル繊維製品（ふろし
き、がま口・袋物・タペストリー・バナー・のれん等）の開発・製造・販売に取り組む。

ふろしき（鉱工業
品）

近畿－５
三晃テイエピー株式
会社
株式会社永光化学

8122001002930
6120001009345

開発・生産型

大阪府
東大阪市
大阪府
大阪市

蓄光顔料をプラスチック
原料に練り込んだ低価
格蓄光商品の開発・製
造・販売

大阪府内全域の地域資源である「プラスチック製品」工業の集積地である東大阪におい
て、異形押出や二色成形技術、配合ノウハウを駆使して、高輝度・低価格で様々な形体
の蓄光商品の開発・製造・販売に取り組む。

プラスチック製品
（鉱工業品）

中国－１

鶴田石材株式会社
鳴本石材株式会社
井笠観光株式会社
三洋汽船株式会社

3260001017816
8260001017844
4260001018499
8260001017745

開発・生産型
岡山県
笠岡市

北木島採石場見学ツ
アー及び北木石を使用し
た土産品の開発・販売

北木島には岡山県笠岡市の地域産業資源である「北木石」の採石場跡や加工場跡等
が現存しており、また、古くから継承されてきた伝統民謡とも言える「石切り唄」や、「北
木島の石工用具」なども残されている。
　本事業では、これらの資源を活用する採石場ツアーと墓石や建材として高い評価を得
ている北木石によるインテリア雑貨・小物等の土産品を開発・販売する。将来的には笠
岡市の地域産業資源である「笠岡諸島」の様々な観光資源と連携した事業へと拡大を
目指す。

北木石（鉱工業品）
笠岡諸島（観光資
源）

中国－２ 八橋装院株式会社 6240001011891 開発・生産型
広島県
広島市

ボール素材によるバッグ
等の雑貨製造販売事業
の展開

広島県広島市の地域産業資源「ゴム製品」である「ボールの生地」が持つ耐久性やス
ポーティーなイメージと、大手アパレルブランドの縫製加工で培ったノウハウを活かし
て、ボールの生地を使ったファッション雑貨類を開発する。自社ブランドの新商品開発に
より新たな顧客を獲得し、事業の柱にすることを目指す。地域産業資源「ゴム製品」であ
る「ボールの生地」の新たな用途の開発であり、地域中小事業者への新しい活用の視
点を提案するものである。

ゴム製品（鉱工業
品）

四国－１ 株式会社ひのうえ松
楽園

8470001015637 開発・生産型
香川県
高松市

盆栽の生産に係る技術
を活用した、10日に一度
定量の水やりで栽培でき
る盆栽の開発・製造・販
売

盆栽の生産に係る技術である根切りと根巻きの技術を活用し、10日に一度、定量の水
やりで栽培できる盆栽の開発・製造・販売を行う。本事業により利便性が高く気軽に取り
扱える盆栽として新たな販路で販売することで、香川県の盆栽のブランド力向上、認知
度向上並びに地域の売上向上につなげる。

盆栽の生産に係る
技術
（鉱工業品の生産
に係る技術）

京都丹後鉄道沿いに点在する豊かな自然や様々な文化や伝統産業、文化財などの観
光資源を活用し、京都丹後鉄道と路線バスなどで巡る自分だけの旅物語を創ることが
できる体験型鉄道旅行サービスの開発、提供に取り組む。

京都丹後鉄道、琴
引浜の鳴き砂、山
陰海岸国立公園、
小天橋、経ヶ岬（灯
台）、丹後大国「食
のみやこ」、袖志の
棚田、野間谷渓
谷、山陰海岸ジオ
パーク、夕日が浦
海岸の夕日、兜
山、天橋立、養老
漁港（定置網体
験）、丹後由良海
岸、京都府立丹後
海と星の見える丘
公園、知恵の輪、
宮津おどり、和火、
伊根町伊根浦伝統
的建造物群保存地
区、ちりめん街道、
赤れんが博物館、
若狭湾国定公園、
福知山城、山陰道
（細野峠）、コウノト
リの生息地（全て
観光資源）

近畿－２

WILLER TRAINS株式
会社
WILLER TRAVEL株
式会社
WILLER ALLIANCE
株式会社

1120001185166
2120001068469
1010401060384

開発・生産型

京都府
宮津市
大阪府
大阪市
東京都
新宿区

京都丹後鉄道で巡る「丹
鉄旅育」と「訪日旅行者
向け体験型鉄道旅行」
サービスの開発・提供



四国－２ たけまさ商店　武政
嘉八

－ 開発・生産型
高知県

土佐清水
市

鰹節の伝統製法を活用
した「土佐清水金目鯛」
の加工食品の開発・製
造・販売

「鰹節の生産に係る技術」のうち「煮熟」と「焙乾」の技術を活用して、土佐清水市内各漁
港にて水揚げされる「金目鯛」の加工食品の開発・製造・販売を行う。宗田節の生産に
係る技術を活用した商品としてブランド化を進めるとともに、「土佐清水金目鯛ブランドプ
ロジェクト」の推進にもつながるので、観光産業及び水産業の活性化も期待される。

鰹節の生産に係る
技術
（鉱工業品の生産
に係る技術）

四国－３

株式会社三彩
三昭紙業株式会社
三和製紙株式会社
サンヨー製紙株式会
社

6490001005381
8490001005446
3490001005450
5490001005449

開発・生産型
高知県
土佐市

土佐和紙の生産に係る
技術を活用したスキンケ
ア用三層構造ドライシー
トの開発・製造・販売

土佐和紙の生産に係る技術のうち、「抄き合わせ」技術を活用して、フェイス用ドライ
シート、デコルテ用ドライシート、目元用ドライシートの開発・製造・販売を行う。「抄き合
わせ」技術を活用することで、接着剤を使用せずに楮・レーヨン・パルプを三層に結合す
ることができ、高い吸水性・保湿性を実現できる。本事業により土佐和紙の高度な生産
技術の認知度向上及び産地ブランド力の向上につなげる。

土佐和紙の生産に
係る技術
（鉱工業品の生産
に係る技術）

四国－４ 株式会社シーフロア
コントロール

2490001007687 開発・生産型
高知県
高知市

鋳造品の生産に係る技
術を活用し、タングステン
を金型鋳造で加工するメ
タルジグ（金属擬似餌）
の開発・製造・販売

鋳造品の生産に係る技術を活用して、タングステンを金型鋳造で加工し、小型化したメ
タルジグの開発・製造・販売を行う。本事業により鋳造品の生産に係る高度な技術を有
すること及び高品質なメタルジグの産地であることの認知度向上につながり、産地として
のブランド力向上が期待される。

鋳造品、鋳鋼品の
生産に係る技術
（鉱工業品の生産
に係る技術）

九州－１ 株式会社ウエキ産業 6290001052642 開発・生産型
福岡県
大川市

無垢材を使った反りやね
じれが少ない室内建具
等の開発並びに販路開
拓

地域産業資源「大川木工製品」の横剥ぎ材の接着技術の活用、及び難点材の活用の工
夫（板目材から柾目材を創り出す）により、無垢材の良さを活かしながら、反りやねじれ
を軽減した新たなパネル材を開発し、国産無垢材の室内建具や家具等として、販路開
拓に取り組む。

大川木工製品
（鉱工業品）

九州－２ 福吉水産 － 開発・生産型
福岡県
糸島市

糸島で水揚げされたマダ
イ・イカ・カキオリーブオイ
ル漬け等新商品の開発
と販路開拓

糸島で水揚げされた高鮮度の地域産業資源「糸島天然真鯛、糸島かき、いか」の規格
外品を用い、自社の塩干加工技術を活かして、オリーブオイル漬け加工することにより、
新たな洋風加工惣菜商品として開発し、販路開拓に取り組む。

糸島天然真鯛、糸
島かき、いか
（農林水産物）

九州－３ 八木鋳金 － 開発・生産型
福岡県
芦屋町

芦屋釜製作技術を活か
した芦屋鋳物の製品開
発と販路開拓

４００年以上前に途絶えた幻の名器（国重要文化財に指定されている茶釜９点のうち８
点が「芦屋釜」）を、現代に復興させたものが地域産業資源「芦屋釜（現代）」。その製作
技術の改良、確立による生産力の増強、及びその技術を活用した新たな鋳物製品の開
発、並びにそれらの販路開拓に取り組む。

芦屋釜
（鉱工業品）

九州－４ 印束商店 － 開発・生産型
長崎県
長崎市

特許製法による生臭さの
ない「からすみ」及びその
関連商品の開発と販路
開拓

独自の特許製法により生臭さを軽減し、減塩分・減苦み・増旨味を実現した新しい「から
すみ」を開発し、その需要開拓を行う。加えて、日常食としての新たな市場開拓を目指
し、関連商品（ペースト・パウダー等）の開発、及び販路開拓に取り組む。

からすみ
（鉱工業品）

九州－５ 広戸菓子舗 － 開発・生産型
大分県

津久見市

津久見産みかんの特性
を活かしたビタースイー
ツ等の開発・販路開拓

地域産業資源「みかん」の特徴である、皮等に含まれる苦味を利用した和洋菓子を製造
販売し、甘さにほろ苦さが融合する「ビタースイーツ」というテーマでブランド化に取り組
む。

みかん
（農林水産物）

九州－６ 株式会社丸若屋 5010501033278 需要開拓型
佐賀県
嬉野市

日本最高品質の嬉野茶
を世界へ～嬉野茶のブラ
ンド価値向上及び海外展
開支援事業

当社のパリ店舗及びネットワークを活用し、生産者が嬉野茶を原材料として開発生産す
る「ヨーロッパ人の嗜好に合う有機日本茶」のブランディング、PR、販売を行う。また、有
田焼の茶器や急須、日本食をセットで提供し、日本文化としての「茶」を訴求し価値向上
を目指す。

茶
（農林水産物）
伊万里・有田焼
（鉱工業品）

沖縄－１ 株式会社琉球ぴらす 8360001011589 開発・生産型
沖縄県
那覇市

沖縄県内でデザインから
縫製まで一貫して仕上げ
る革＆紅型＆布物のコラ
ボ商品の開発と販路開
拓事業

革製品の縫製に関して高い技術を持つ県内業者と業務提携し、伝統工芸である紅型デ
ザインを革にプリントした富裕層向けの商品を、県内でデザインから縫製まで一貫して
開発。本事業を通して国内外へ「紅型」の認知度を高めるモデル事業となることを目的と
する。

琉球びんがた（鉱
工業品）

沖縄－２ 有限会社海昇食品 5360002018586 開発・生産型
沖縄県

宜野湾市

沖縄県産モズク並びにモ
ズク由来のフコイダンを
活用した沖縄県産加工
商品群の開発と販路開
拓

沖縄産モズク並びにモズク由来のフコイダンエキスを活用した健康食品（ドリンク、タブ
レット）や加工食品（お茶、ウォーター等）商品ラインアップを開発し、健康維持を志向す
る中高年層をコアの顧客として想定、沖縄県内外、インバウンド観光客、アジア圏市場
での展開を図る。

モズク（農林水産
物）
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