
□地域産業資源活用事業計画　認定一覧

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
フードプランニングオ
フィス　サレ・ド・シュ
クレ

－ 開発・生産型 札幌市

100%北海道産原料を使
用した原料公開型のさっ
ぽろスイーツの製造・全
国展開事業

本事業は、「さっぽろスイーツ」のブランド力を活かしながら、北海道産原料１００％使用
及び公開による差別化や長期保存・長距離輸送を可能とする冷凍保存技術確立、量産
化の実現に取組み、全国流通可能な本格派シュークリームとして、百貨店や通販サイト
等での販路拡大を目指す。

さっぽろスイーツ
（鉱工業品）

東北－１ 有限会社こめいち奥
本商店

5420002019314 開発・生産型
青森県
佐井村

下北産ナマコを使ったサ
プリメント等の開発、製
造、販売

本事業では、下北産のナマコを使い、自社で乾燥、粉末化し、サプリメント等を開発、製
造する。健康志向の高まりのなか、中高年の男女を販売ターゲットとし、血糖値の低下
作用、頻尿の改善といった特性をもつ商品を目指す。

ナマコ
（農林水産物）

東北－２ 有限会社ヤマコ武田
商店

8370602001946 開発・生産型
宮城県
塩竈市

新産業観光資源となる塩
釜市魚市場を活用した、
飲食と水産業視察・体験
観光事業の開発

新たに設置される塩釜市魚市場やマグロを中心とした水産物を活用し、塩竃市の魅力
ある食を積極的に提供すると同時に、水産業体験や魚市場及び仲卸市場見学や交流と
いった観光メニューを提供する事業に取り組む。また、地域の食材提供だけに留まら
ず、食文化の情報発信と、地域の産業観光の活性化といった視点で事業を実施する。

まぐろ、かつお、あ
わび、うに
（農林水産物）
仲卸市場
（観光資源）

東北－３ 株式会社安部吉 1390001009736 開発・生産型
山形県
米沢市

自社ブランドの確立及び
電子ジャカードを活用し
たシルク織物の開発と海
外販路開拓

本事業では米沢織を活用し、自社製品“ＡＢＥＫＩＣＨＩ”を商標登録し、洋装分野でのブラ
ンド化を図るとともに、電子ジャカードを活用したシルク織物の開発を進め、フォーマル・
通販市場等を中心に高級品市場へ向け広く提案していく。また、ミラノウニカ・インターテ
キスタイル上海等の展示会に出展し、海外展開を目指す。

米沢織
（鉱工業品）

東北－４ 株式会社明友 6390001009244 開発・生産型
山形県

尾花沢市

米麹の特性を活かした健
康志向派向け商品の開
発・販売事業

本事業では、大学等と連携し、米糠麹の高い酵素力と豊富な栄養素を活かした和洋菓
子や健康補助食品、食品加工用原料（業務用）等を開発、販売していく。健康への関心
が高い年代層をメインターゲットとし、自社店舗のほかネット販売、カタログ通販、健康食
品販売事業者等へ新たな販路開拓を図り需要開拓を行う。

米
（農林水産物）

関東－１ 株式会社笠間ソフトメ
ン橋本屋

7050001007941 開発・生産型
茨城県
笠間市

ユメシホウを活用した本
格生パスタの開発・製
造・販売事業

茨城県産小麦「ユメシホウ」の小麦粉を使用した生パスタを製造・販売する。原料の「ユ
メシホウ」は強力粉に分類される数少ない国産小麦であり、小麦本来の風味が高いの
が特徴である。この特徴に加え、独自の圧力技術で製麺することで、パスタらしい表面
のハリ、日本人の好む食感、そして豊かな風味を兼ね備えた生パスタを開発する。

麦(農林水産物）

関東－２ 株式会社中村商店 5050001037214 開発・生産型
茨城県

かすみが
うら市

霞ヶ浦水産物のフリーズ
ドライ加工による商品開
発と地域ブランド化事業

霞ヶ浦地域産業資源である水産物を「真空凍結乾燥機」を使って、フリーズドライ加工を
したスープシリーズを開発する。しらうおや手長えび等を丸ごと食べられるカルシウム
たっぷりのスープとして、気軽に買える土産物として製造販売を進めることにより、霞ヶ
浦の水産加工品の認知度が高まり、地域の他の土産物店や水産事業者への波及効果
が期待される。

霞ヶ浦の水産加工
品
（鉱工業品）

関東－３

ガチャマンラボ株式
会社
鶴貝捺染工業有限
会社
逸見織物
寺内織物株式会社
有限会社碓井捺染

8060001025215

8060002036764

3030001090869
9030002121196

開発・生産型

栃木県
足利市、
埼玉県
秩父市

産地を越えた足利・秩父
の職人の連携による「銘
仙」をテーマにしたアパレ
ルブランドの創設及び
「銘仙」の伝統的技法を
活かした洋装分野での
新商品開発・販路開拓事
業

かつて女性の日常のおしゃれ着として一世風靡した、現在産地が関東にしかない地域
資源の絹織物「銘仙」の伝統的技術・技法をテーマに、現在のライフスタイル・消費者
ニーズに合ったコンセプトによる新商品開発、ブランド化、販路開拓などを広域的に連携
して行う。 本事業を通じて、「銘仙」の伝統的技術・技法の承継を図るとともに、新たな
マーケットの構築に挑戦することで、絹関連産業・地域経済の活性化を図る。

足利銘仙
秩父銘仙
（鉱工業品）

関東－４ 株式会社静風 4060001009915 開発・生産型
栃木県
真岡市

旬のとちおとめをフリー
ズドライ化した菓子等の
開発と販売

フリーズドライにしたいちごは、①いちご本来の甘みと酸味を維持できる、②生のいちご
そのままの色目、形を残すことができる、③生のいちごとは異なるサクッとした食感とな
る、④賞味期限が長くなるといった特徴がある。とちおとめの形状、色目、甘味・酸味を
残したままで日持ちのする製菓材料となり、チョコレートコーティングやシロップ漬けにす
ることで通年での供給が可能となり、また栃木県産品としての域外への訴求力の向上が
期待できる。

いちご（農林水産
物）

関東－５ 株式会社日光食品 9060001013788 開発・生産型
栃木県
日光市

日光ゆばの製造工程か
ら出るおからと豆乳を活
用した商品開発及び販
売

日光ゆばの製造工程から出るおからと豆乳を使って①60日間日持ちがする生おから②
食物繊維とたんぱく質が豊富な栄養価の高いおから入り日光ゆばの佃煮③豆乳と酢を
撹拌させることによるマヨネーズ風調味料を開発・販売する。ゆばの製造工程からでき
るおからは、豆腐の製造工程で発生するおからと比較してきめ細やかなおからとなり、
日光ゆば関連商品として販路開拓することにより、日光ゆばの認知度を全国各地に高
め、観光面を中心とした地域波及効果が期待できる。

日光ゆば（鉱工業
品）

関東－６ 日東産業株式会社 5060001019756 開発・生産型
栃木県
足利市

栃木県産米と二条大麦
の麹によるＧＡＢＡ成分を
高含有した液体調味料
の開発と販売

栃木県産のお米と二条大麦の米麹・麦麹を使い、栃木県が有する特許「麹菌を利用し
たγ‐アミノ酪酸富化食品の製造方法」を活用することで、一日に必要な摂取量のＧＡＢ
Ａをソースやドレッシングを通じて摂取できる商品の開発・販売を行う。本事業において
は、栃木県内の農作物と栃木県が有する特許を活用する事により、オール栃木として取
り組む事により、地域内業界の活性化と全国への認知度向上が期待できる。

栃木のお米
二条大麦
（農林水産物）

関東－７

星野工業株式会社
Keicondo
有限会社井清織物
錫光
つまみかんざし彩野
株式会社江戸切子
の店華硝
もくのすけ
有限会社フォルツ
ニット
有限会社小瀬木木
工所
詫間宝石彫刻
株式会社ピアックス

4060001010617

4070002022627

7010601032260

5110002013827

6100002027372

6080401004487

開発・生産型

栃木県鹿
沼市、茨
城県笠間
市、群馬
県桐生

市、埼玉
県川口

市、千葉
県松戸

市、東京
都江東

区、神奈
川県小田
原市、新
潟県五泉
市、長野
県木曽郡
大桑村、
山梨県甲
府市、静
岡県浜松

市

関東地域の次世代の職
人たちによる「Next
Crafts Generation」ブラ
ンドの立ち上げとライフス
タイル分野商品の開発・
販売事業

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、山梨
県、静岡県それぞれの次世代の職人たちが、その所属する地域にとらわれない広域的
な連携を行い、各々の技術を活用・結集した「Next Crafts Generation」ブランドを立ち上
げる。首都圏百貨店、セレクトショップ等の小売事業者やホテル向けに、テーブルウェア
商品、アクセサリー商品、キッズ（子ども向け）商品等のライフスタイル商品の開発・販路
開拓を行っていく。

鹿沼の木工品
笠間焼
桐生織
錫製品
つまみかんざし
江戸切子
小田原漆器
ニット製品
信州の木工品
ジュエリー（甲州水
晶貴石細工、山梨
貴宝石を含む）
楽器
（鉱工業品）

関東－８ 有限会社ワダノブ
テックス

8060002037754 開発・生産型
栃木県
足利市

新たな構造的特徴を持っ
たトーションレースおよび
その組み合わせによる
新商品の開発と販売

トーションレースの特徴は糸を斜めに走らせて織りなすものとなることから、糸の色や素
材、太さなどにより構造的なデザインを施すことができる。本事業で開発する新たな製品
は、スピンドルの回転方向、タイミングを自在に設定することで、糸が通る上下や入れ替
わりのタイミングなどが自由となることから、これまでにない構造上の特徴を持たせるこ
とができる。新たな特徴を活かした創造的なデザインを作り出すことにより、服を作る
人、雑貨を作る人、小物を作る人などの多様化するニーズに応えていく。

トーションレース
（鉱工業品）

関東－９ 株式会社あぶらや 1070001022275 開発・生産型
群馬県
板倉町

群馬県産の米を活用した
冷凍釜飯などの開発お
よび販売事業

群馬県産米を活用した、冷凍釜飯および冷凍いなり寿司の開発・販売を行う。開発商品
は、米以外にも鰻、肉、さつまいも、にんじん等群馬県産食材をふんだんに活用した「群
馬県産食材の美味しさ」が詰まった商品である。解凍しても作りたての美味しさが楽しめ
る商品であり、群馬県産食材の美味しさ、品質の高さを日本国内、海外に発信し、群馬
県産食材の知名度向上及び生産農家の販売量、生産量の拡大に貢献していく。

群馬の米（農林水
産物）

関東－１０ 株式会社糀屋 2070001006863 開発・生産型
群馬県
高崎市

群馬県産米を活用した、
糀ドリンクの開発・販売
事業

群馬県産米を活用し、450年続く糀づくりの技術を活かした、昔ながらの糀ドリンク（甘
酒）の製造・販売を行う。当社が450年間守り続けてきた手作りの糀製造技術を活用し、
食品添加物を一切使用せず、米と米糀だけで昔ながらの味を出した 常温６ヶ月超保存
が可能な甘酒である。プレーンタイプをベースに群馬県産農産物を活用した、野菜味や
果物味、サイダー等の開発及び販路開拓に取り組む。開発商品の販売増大により、原
料となる米や野菜等の販売量及び生産量の拡大に貢献し、農家の経営安定化及び後
継者不足解消に繋げる。

群馬の米（農林水
産物）

関東－１１
伝統建築上総匠の
会株式会社 3040001083608 開発・生産型

千葉県
木更津市

サンブスギ製材時の端
材を活用した新たな住宅
内装材の開発と販売

未利用であったサンブスギの皮付きの端材を温泉水に浸漬し、独特の色と光沢を持っ
た内装材を開発する。「面皮の丸みと色つやを活かした住宅内装材」「浮造り加工を施し
た住宅内装材」「絞り丸太加工を施した住宅内装材」の３種類の商品を開発し、腰板等と
しての活用を図る。

サンブスギ（農林
水産物）



関東－１２ 鈴木海苔株式会社 3040001062198 開発・生産型
千葉県
銚子市

千葉県銚子産のツノマタ
を活用した新たな食品原
料等加工品の開発と販
売による地域の活性化

銚子の海岸に生育しており、食物繊維（カラギーナン）や栄養成分の亜鉛を多く含んで
いるツノマタやコトジツノマタを活用した業務用「粉末ツノマタ」「ツノマタ乳酸発酵液」及
び家庭用の「ツノマタスプレッド」を開発する。

ツノマタ
コトジツノマタ
（農林水産物）

関東－１３ 木本硝子株式会社 3010501003092 開発・生産型
東京都
台東区

江戸切子を活用したアク
セサリ類の開発・販売

江戸切子の生産技術を活用したネックレス等のアクセサリ類シリーズを開発する。従来
手法に、鏡面加工やファイヤーポリッシュ加工等複数技術を融合し、従来の江戸切子製
品より輝き、煌めきを向上させた、デザイン性の高いアクセサリ類の開発、販売に取り組
む。

江戸切子（鉱工業
品）

関東－１４ ＦＵＮＦＡＭ株式会社 3030001084103 開発・生産型
東京都
檜原村

多摩産材を活用した情報
提供機能付き乳幼児向
け食器の製造・販売・ブ
ランド化事業

檜原村の多摩産材の杉と桧の間伐材を使用した乳幼児向け食器を開発する。「材料・
生産地の差別化」「「QRコード」による情報提供」「既存特許技術の活用」の３つの特徴を
有した商品であり、「安心・安全志向の強い国内ユーザー層」や「インバウンド層」を中心
に、国内・海外への販売を進めていく。開発商品の販売増大により、多摩産材の知名度
向上及び地元林業関連事業者の収入増加に伴う地域経済活性化が期待できる。

多摩産材（鉱工業
品）

関東－１５ 熊沢酒造株式会社 8021001006753 開発・生産型
神奈川県
茅ヶ崎市

茅ヶ崎市の清酒製造技
術を活用したスパークリ
ングリキュールシリーズ
の開発・販売

清酒製造技術を活用し、弊社の日本酒をベースに湘南・西湘地域で栽培されている果
物やハーブなどを材料に使用。甘味料や添加物を一切使用せず、果実等の水分量や
糖度の特徴などに合わせて、日本酒を絞り込み微炭酸リキュール「湘南スパークリン
グ」（仮称）の開発・販売を行う。

神奈川の清酒（地
酒）
（鉱工業品）

関東－１６

山梨県酒造協同組
合
山梨銘醸株式会社
太冠酒造株式会社
株式会社萬屋醸造
店

4090005000520
1090001011219
7090001001255
4090001012148

開発・生産型

山梨県甲
府市、山
梨県北杜
市、山梨
県南アル
プス市、
山梨県富
士川町

甲斐の地酒の品質基準
策定によるブランド力向
上と新規顧客開拓のた
めの新商品開発

地域産業資源である南アルプス山麓のミネラルウォーター等山梨県の特徴のある山々
から湧き出る湧き水は総じて軟水であるが、それぞれが美味しく、地域によって水質の
異なることが特徴である。本事業ではこれらの特徴を活かし、山梨県産酒の更なる高品
質化、ブランド化を図るため、山梨県酒造協同組合が品質基準を策定し、各蔵が技術を
共有して品質基準に合致した商品を開発・販売する。

甲斐の地酒（日本
酒）、南アルプス山
麓のミネラル
ウォーター（地下
水・湧水）、富士山
麓のミネラル
ウォーター（地下
水・湧水）、秩父山
麓のミネラル
ウォーター（地下
水・湧水）、八ヶ岳
山麓のミネラル
ウォーター（（地下
水・湧水）、桂川流
域のミネラル
ウォーター（地下
水・湧水）（鉱工業
品）

関東－１７ 株式会社シナノ 4100001007419 開発・生産型
長野県
佐久市

オリジナルグリップを活
用した、ウォーキング
ポール、ステッキなどの
開発・商品化・販売事業

顧客ひとりひとりの手形からつくるオリジナルグリップを活用したウォーキングポール、ス
テッキを開発する。その他の部品やデザインも自分の好みで選択でき、自分だけのオリ
ジナル製品ができる。

スキー・ウォーキン
グポール（鉱工業
品）

関東－１８ 株式会社松本ブルワ
リー

7100001029006 開発・生産型
長野県
松本市

信州の果物を活用した発
泡酒の開発・製造・販売

信州の地ビールの特長である高い品質に加え、長野県産ブドウ、ホオズキ、白桃、青リ
ンゴのフルーツを活用したフルーツ発泡酒を開発する。、地ビール愛飲者と観光客を
ターゲットとして販売していく。

信州の地ビール
（鉱工業品）

関東－１９ 株式会社ランバー
テック

3100001014382 開発・生産型
長野県
松本市

寸法安定処理した信州カ
ラマツの外構・建築材商
品開発・販売

信州カラマツのねじれ等の寸法不安定欠点を寸法安定処理技術により克服し、信州カ
ラマツの特性である高強度、高耐腐朽性能、高耐摩性能に加えて木目の美しさを活かし
た、デッキ、ベランダ等の外構部材、建築物の外壁部材、窓部材、楽器部材を開発す
る。

信州カラマツ
（農林水産物）

関東－２０ 高嶋酒造株式会社 7080101001049 開発・生産型
静岡県
沼津市

静岡県の清酒技術を活
かした「甘酒用突破精麹
を使用した甘酒」の開発・
販売事業

清酒技術を活用し「米麹と水のみ」で甘酒を開発する。静岡型の吟醸造りのノウハウを
活かし、丁寧に作り出す静岡型の吟醸造麹と富士山の伏流水（超軟水18mg/ℓ）だけで
つくることにより、洗練された上品な優しい甘酒として提供していく。

清酒（鉱工業品）

中部－１ 株式会社リョーシン 9230001005405 開発・生産型
富山県
富山市

「富山の一般機械」製造
技術を活用した混合廃棄
物風力選別装置の開発・
改良および販売

「富山の一般機械」の製造技術を活用し、産業廃棄物からリサイクル資源を選別する能
力に優れた風力選別装置「Ｚセレクター」の改良・販売事業。ＲＰＦ製造メーカー及びＲＰ
Ｆ原料製造メーカーを主要ターゲットとし販路開拓を行う。

富山の一般機械
（鉱工業品）

中部－２ 株式会社自遊花人 4220001017174 開発・生産型
石川県
金沢市

伝統的工芸品「加賀水引
細工」の結び技術等を活
用した空間を彩るインテ
リア商品の製造・販売事
業

「加賀水引細工」の伝統的な結び方や独自に編み出した「刺し水引」の手法を活かし、
照明やエントランスオブジェなど和モダンに空間を彩る室内インテリア商品の製造・販売
事業。多彩で大型の制作に適したオリジナル水引部材「四季の糸」の改良にも取り組
む。

伝統的工芸品（加
賀水引細工）
（鉱工業品）

中部－３ タキサン製菓株式会
社

6220001012157 開発・生産型
石川県
小松市

和菓子の特徴を活かした
金沢発の和風洋菓子「古
都美」の製造・販売事業

和菓子の原材料や地域の農産物をパウダー化し洋菓子と融合した、金沢発の和風洋
菓子「古都美」の製造・販売事業。金沢名物としてブランド化を進め、女性観光客及び地
元女性をターゲットに販路を開拓する。

和菓子（鉱工業品）

中部－４ 谷口製土所 － 開発・生産型
石川県
小松市

九谷焼粘土生地の特徴
を活かした自社ブランド
テーブルウェア
「HANASAKA」の製造・販
売事業

九谷焼の原材料となる「花坂陶石」の特徴と合成釉薬を使用しないで高温で焼く「焼締
め」の製造技術を活かした、透光性のあるシンプルでスタイリッシュな白磁器デーブル
ウェア「HANASAKA」の製造・販売事業。プレミアム志向の30代～60代をターゲットにギ
フト市場や通信販売等で販路開拓に取り組む。

伝統的工芸品（九
谷焼）（鉱工業品）

中部－５ 株式会社中石食品
工業

9220001012261 開発・生産型
石川県
小松市

常温で賞味期限60日と
なる「小松うどん」生麺の
製造販売事業

独自の殺菌技術により常温で長期保存が可能となった「小松うどん生麺」の製造・販売
事業。生麺本来の優れた食味を発信し、ご当地うどんとしてのお土産販売に加え、国内
では百貨店やこだわりスーパー、海外では東南アジアなどで販路開拓を図る。

小松うどん（鉱工業
品）

中部－６ 株式会社Aｎｔｅ 9220001014183 開発・生産型
石川県
珠洲市

奥能登・珠洲の「揚げ浜
塩」を使った商品開発及
び体験型観光商品開発・
提供事業

約500年以上の歴史がある伝統的な「揚げ浜式製塩法」によりつくられる塩を活用した商
品を開発する。また、地元農業生産者ほか地域との連携を深め、製塩体験をはじめとす
る体験型観光商品の開発にも取り組み、珠洲市への観光客誘致を図る。

塩（鉱工業品）

中部－７ 有限会社高山化成 5200002025524 開発・生産型
岐阜県
高山市

飛騨牛の皮を活用した皮
革および革製品の製造・
販売事業

高級和牛として全国的な知名度を持つ「飛騨牛」の特徴であるキメが細かく上質な皮質
を活かした皮革及びランドセル等の革製品の製造・販売事業。直営店舗及び百貨店、セ
レクトショップを中心に販路開拓に取り組む。

飛騨牛
（農林水産物）



中部－８ 有限会社鈴研陶業 7200002020309 開発・生産型
岐阜県

多治見市

タイルづくりで培った美濃
焼技術を活用する「やき
ものアクセサリー」の製
造・販売事業

美濃焼タイルで培った艶のある釉薬等の陶磁器の特徴を活かしたピアス、イヤリング、
ブローチ等の「やきものアクセサリー」の製造・販売事業。多様なカラー、デザイン、アイ
テム展開数を活かしライフスタイルショップやアパレル雑貨専門店を中心に販路開拓を
図る。

美濃焼（鉱工業品）

中部－９ 株式会社マルジュー 4180001013500 開発・生産型
愛知県

名古屋市

海外デザイナーらとのコ
ラボレーションしたガーゼ
製ベビーアパレル製品群
の製造・販売事業

繊維製品の国際安全規格『OEKO-TEX100（エコテックス規格100）』を取得し、乳幼児が
口に入れても安心なアパレル商品を開発。ガーゼの重ね合わせによる柄出しを特徴と
する「めんぷます田」と、シンガポールデザイナーとのコラボによるベビーアパレル専門
ブランド「ikue」の両ブランド確立を図る。

名古屋のアパレル
（鉱工業品）

中部－１０ 染付窯屋 眞窯 － 開発・生産型
愛知県
瀬戸市

瀬戸染付焼の伝統技術
を活かした、染付面が
「無釉薬」の陶磁器製商
品の開発・製造・販路開
拓事業

染付面を「無釉薬」のモダンでオリジナリティーのある陶磁器製品を開発。「無釉薬」にす
ることでマットな質感と鮮明な染付絵柄を実現。花をモチーフにした「blume」、デザイ
ナーブランド「FLOW」の二つのブランドを立ち上げギフト市場を中心に販路開拓を図る。

瀬戸染付焼
（鉱工業品）

中部－１１
株式会社安震
（共同申請：イイダ産
業株式会社）

8180301003593
（5180001034082）

開発・生産型
愛知県
稲沢市

振動を減衰させる免震方
式に基づく地震対策製品
「安震アジャスター」の開
発・製造・販売事業

愛知のプラスチック製造技術を活用し独自開発したゲル材を組み込んだ地震対策製品
「安震アジャスター」を産業用設備等を扱う工場向けに製造販売を行う。全国的な代理
店網を形成し販売促進を図る。

愛知のプラスチック
（鉱工業品）

中部－１２ CSS株式会社 1180001087282 開発・生産型
愛知県
岩倉市

愛知の繊維機械の特性
を活かした単動式電子
ジャガード等の製造・販
売事業

「愛知の繊維機械」の特徴であるＩＴ技術を活かした織機「単動式電子ジャガード」の製
造・販売事業。経針の制御機能の向上により、織布の不良率低減と安定稼働を実現し
ており、国内有数の繊維産地である西陣や京丹後エリアを中心に織布事業者への販路
開拓を行う。

愛知の繊維機械
（鉱工業品）

中部－１３ 株式会社TA西村 7190001007853 開発・生産型
三重県
鳥羽市

独自の急速冷凍技術と
冷燻技術を活かした真鯛
等鮮魚等の冷燻冷凍製
品の製造・販売事業

独自の冷凍技術によってドリップを抑え、高品質保持を実現した真鯛やサツキマス等冷
燻冷凍製品の製造・販売事業。地域ホテル・旅館、飲食店に向けた販売の他、強みの
冷燻冷凍品製造技術を活かしたＯＥＭ受注の獲得により事業拡大を図る。

薫製品
（鉱工業品）

中部－１４ 株式会社アクアイグ
ニス

6010001136316 開発・生産型
三重県
菰野町

独自の真空撹拌技術に
よって伊勢茶の特徴を活
かした焼菓子等の製造・
販売事業

「伊勢茶」の香りや味わい、あざやかな濃緑色を残す独自の真空撹拌技術を活かし、伊
勢茶関連製品の開発・販売を行う。三重県を走る鉄道沿線主要駅や土産店舗、百貨店
への販路拡大に取り組み、伊勢茶そのもののブランド力を高める。

伊勢茶（鉱工業品）

近畿－１ 株式会社織工房風
美舎

3210001001493 開発・生産型
福井県
福井市

カラミ織物を活用し機能
性を加味した最終製品の
企画・製造・販売

これまでの法衣用カラミ織物における取り組みを踏まえて、高い吸湿性と速乾性がある
トリアセテート糸を活用したカラミ織の織布を開発し、カラミ織物の最大の特徴である通
気性が活かせる高齢者向け簡易礼服や、防虫などの機能性を付加した夏用作業着、カ
ラミ織のデザインの幅を広げたインテリア商材などの最終製品を企画・開発し、販路開
拓を行う。

絹・人絹織物（合成
繊維長繊維織物、
炭素繊維等の無機
繊維織物を含む）
製品
（鉱工業品）

近畿－２ 株式会社キッソオ 5210001012811 開発・生産型
福井県
鯖江市

鯖江の眼鏡製造技術を
活用した新デザインによ
るアクセサリー、小物雑
貨等の開発・製造・販売

当社および眼鏡加工企業が所有する鯖江の眼鏡製造技術を活用し、眼鏡用素材であ
るセルロースアセテート材を加工することで、特徴的で高付加価値なアクセサリー、小物
雑貨等を開発する。眼鏡職人やデザイナーの技術や知見を取り入れ、より広範なユー
ザーから受け入れられるブランドを構築することを目指す。

眼鏡（枠を含む）
（鉱工業品）

近畿－３ 越前焼工業協同組
合

6210005007088 開発・生産型
福井県
越前町

地元陶土の強度を高め
たうすづくり製品の開発
販売事業

日本六古窯の一つである越前焼の産地技術を活かし、飲み口の厚みが１ｍｍ以内のう
すづくりにより、インパクトある薄さと軽さ、通常以上の強度を有する平盃、ぐい呑みなど
の商品開発を行い、地元や域外、将来的には海外に販路を拡大する。

越前焼
（鉱工業品）

近畿－４ 株式会社オーカワパ
ン

3210001007508 開発・生産型
福井県
坂井市

福井県産小麦（県大３号
通称：ふくこむぎ）の特長
を生かした菓子・パン製
品の商品開発及び販売

（1）たんぱく含有量が少なく、（2）損傷でんぷんが少なく、（3）糊化しやすいという地域産
業資源「ふくこむぎ」の特徴を生かし、添加剤を使用せず、賞味期限を延ばした商品の
試作開発、販路開拓に取り組む。また、原料調合から包装の工程についての設備投資
を行い、生産体制を構築の上、近畿圏、中部圏、首都圏等への市場の拡大と売上高の
増大を目指す。

ふくこむぎ
（農林水産物）

近畿－５ 株式会社デザインハ
ウス風

8130001005143 開発・生産型
京都府
京都市

京都プリント染色技術を
活用した欧米市場向け
生地・製品の開発・生産・
販売～生産ネットワーク
との連携で実現～

高品位で革新的な日本の織物に、オリジナリティの高い高品質のプリントを施した高級
生地を、製品差別化のために求めている欧州ファッション市場に対して開発、提案する。
世界でも最先端の技術を誇るインクジェットプリントなどを用い生産した高級プリント生地
と、ストールなどのファッション雑貨を自社ブランドとして確立させ、海外販路の構築を図
る。

プリント染色
（鉱工業品）

近畿－６ 播州織工業協同組
合

7140005017226 開発・生産型
兵庫県
西脇市

特殊加工により機能性・
表現力を高めた播州織
生地の開発・生産・販売
―播州織の多品種化に
よる需要拡大―

西脇市の地域産業資源である「播州織」で培われた製織技術と整理加工で培われた特
殊加工技術により、開発した機能性加工、表現力・風合い加工とその複合加工による綿
素材の快適性機能の生地や表現力豊かな風合いのある生地を、自ら開発・生産・販売
に取り組み、当組合の新しい事業として確立させ、これまでのOEM生産中心の体制から
脱却を図る。

播州織
（鉱工業品）

近畿－７ 株式会社丸萬 9140001075366 開発・生産型
兵庫県
西脇市

多重レイヤージャカード
織等を活かした製品ブラ
ンドPOLS（ポルス）の製
品企画・生産・販売

柄が何層にも表現される「多重レイヤージャカード織」を利用したストール、タイなどの
ファッション雑貨系の商品を中心として、「フリンジカット技法」、「経糸共通生産」等を利
用し、小ロットで多品種の生地生産を実現することで、小規模ながらバラエティに富んだ
商品展開等を進め、産地ブランドを確立していく。

播州織
（鉱工業品）

近畿－８ 株式会社北神地域
振興

4140001098363 開発・生産型
兵庫県
神戸市

神戸フルーツフラワー
パークを活用した食・農・
文化の体験交流サービ
ス創出

2017年3月にオープンする「道の駅 神戸フルーツフラワーパーク大沢」を核として、国内
客をはじめ、近年増加するインバウンド客も取り込むため、体験型フードマーケットとして
訴求する。未知なる神戸の農業や食文化と出会う場をコンセプトに地域の農家や観光
施設、歴史ある温泉、大型商業施設などをバスでつなぎ、それぞれにとって新たな価値
と顧客を創造していく。

神戸フルーツフラ
ワーパーク
（観光資源）

近畿－９ 昌和莫大小株式会
社

1150001012870 開発・生産型
奈良県
広陵町

裸足感覚で使用できる屋
外用靴下の開発・製造・
販売～スーパー繊維の
編み立て技術で実現～

裸足感覚のシューズと裸足の中間的なポジションの商品を目指し、高い企画・製品化
力、独自の編み立て技術での生産力を活かして、スポーツ（ウォーキング、ランニング）
やエクササイズ等の屋外運動時に使用する、裸足感覚に近い屋外用「はだし靴下」の
開発・製造・販売を行うことで、高付加価値製品や新たな分野への進出を図る。

靴下（パンティース
トッキング・タイツ
含む）
（鉱工業品）

近畿－１０ 有限会社吉野路大
淀振興センター

2150002011243 需要開拓型
奈良県
大淀町

大和茶を活用した加工品
の開発とブランド化によ
る全国販売の実施

大淀町の特産品である大和茶を用い、当地域の特徴的な製法により生産される番茶の
「日干番茶」、その「日干番茶」等を用いた和洋菓子等、地域の製茶業者や菓子店等が
製造するそれら商品について、当社がこれまで道の駅の運営で培った地域特産品の販
売ノウハウ等を活かしてブランディングを行うほか、全国に向けてのネット販売や、百貨
店のギフト等、新たな販路開拓に取り組む。

大和茶
（農林水産物）

近畿－１１ 紀州技研工業株式
会社

1170001000799 開発・生産型
和歌山県
和歌山市

インクカートリッジ方式で
低価格な産業用プリン
ターの開発・製造・海外
販売

地域産業資源「機械加工製品」の製造技術だけでなく、同じく和歌山県の地域産業資源
である電気電子製品(電子基板部品)や染料・顔料製品(インクなどの消耗品)の技術を
活用することで、産業用プリンター等を海外に適した製品に改良し、代理店を通じて販売
する。

機械加工製品
（鉱工業品）

中国－１
山陰松島遊覧株式
会社
流通株式会社

6270001000990
1270001005029

開発・生産型
鳥取県
岩美町

山陰海岸ジオパークを舞
台とする着地型観光「ジ
オツーリズムとっとり岩
美」の開発と販路開拓

地域産業資源である「山陰海岸ジオパーク」は鳥取県、兵庫県、京都府にわたる東西
120㎞の広大なエリアで、世界ジオパークネットワークに認定され、日本海形成に伴う地
形や地質、風土、暮らし等を体験できる地域として位置づけられている。ここを舞台とす
る「ジオツーリズムとっとり岩美」を統一コンセプトに、キッチン付観光遊覧船を運航し、
山陰海岸ジオパークの資源を活かした海・山の幸の食体験や漁村散策、マリンアクティ
ビティやトレッキング、温泉やクラフト創作等の体験メニューを組み合わせた着地型体験
観光の商品開発と販路開拓に取り組む。

山陰海岸ジオパー
ク
（観光資源）



中国－２ 津山屋製菓株式会
社

3280001003434 開発・生産型
島根県
出雲市

新感覚の和菓子を世界
へ。「和菓子」を活用した
新商品の開発・販路開拓
事業

　当社が所在する出雲市は、大衆向けの菓子製造が盛んな地域であった。特に当社は
日持ちするような乾燥技術を蓄積・発展させ、寒天菓子を中心に、年配の顧客を主たる
ターゲットとして全国へ販路拡大をおこなってきた。
　本事業では、和菓子および、その製造技術を活用して、チョコレート菓子・洋菓子・新
食感菓子の３商品を開発・販売を行う。

和菓子
（鉱工業品）

中国－３ 株式会社吉田ふるさ
と村

2280001005695 開発・生産型
島根県
雲南市

日本のものづくりの原
点・「たたら製鉄」を取り
巻く体験観光（製鉄・鍛
冶）プログラムの開発お
よび販路開拓

当社が所在する、島根県雲南市吉田町は日本古来の製鉄技術である「たたら製鉄」が
盛んであった地で、最盛期（明治初期）には本地域を含めた中国地域で、全国の鉄生産
の７割を担っていた。
平成２８年４月に『出雲國たたら風土記　～鉄づくり千年が生んだ物語～』として文化庁
により日本遺産に認定されるなど、「たたら製鉄」が改めて見直されていることをチャンス
と捉え、協力者・公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団と連携し、地域資源である
「たたら製鉄」に関連する研修商品・着地型観光商品の開発・販売をおこなう。

たたら製鉄
（鉱工業品）
鉄の歴史村
菅谷たたら山内
（観光資源）

中国－４ 株式会社Ｈ・Ｒ 8240001021798 開発・生産型
広島県
呉市

広島産レモン・甘夏を活
用した「アロマオイル」
「汗ふきシート」「体験型
観光サービス」の事業化

広島県呉市の地域産業資源である広島産レモン、広島産甘夏の果皮、果実、花、葉な
どを使ったアロマオイル、汗ふきシートを開発する。また、呉市豊町の製造拠点におい
て、アロマオイルの蒸留体験のできる体験型観光の事業化に取り組む。地域のＪＡと農
業者の協力を得て、広島産レモン、広島産甘夏の特徴を活かした新たな用途開発や利
用方法を提案する。商品と観光の両面で、地域の農業者や小売業、観光関連事業者へ
幅広く貢献する取り組みである。

広島産レモン
広島産甘夏
（農林水産物）

中国－５ 株式会社松創 2240001034434 開発・生産型
広島県
府中市

府中家具の技術を活用
した高級宝飾品ケースの
開発、販売事業

広島県府中市の地域産業資源であり、高級家具として全国に知られる府中家具の製造
技術を活用し、高級家具の加工や仕上げの美しさを活かした付加価値の高い木製の
ジュエリーボックスや時計ケース等の宝飾品ケースを開発する。府中家具の得意とする
ツキ板の貼付等の加工技術や独特の深みと光沢を与える塗装技術を駆使して、市場に
無い高級な商品を開発し、国内外の顧客に対して販路開拓を行っていく。この取り組み
により、府中家具のブランド向上を目指す。

府中家具
（鉱工業品）

中国－６ 有限会社玄洋社 1250002012819 開発・生産型
山口県
下関市

日本有数の水揚量を誇
る下関市の「あんこう」刺
身珍味や生ハム等の商
品開発および販路開拓

冬の味覚の代表であり高級食材として珍重されている「あんこう」は下関漁港が日本有
数の水揚量を誇る。
本事業では、当社がこれまで培ってきたふぐ関連の新商品開発のノウハウを活かし、沖
合底びき網漁業船団の協力のもと、「あんこう」の加工品としては全国的にも珍しい刺身
珍味「瓶のあんさし」や「あんこうの生ハム」等の商品を開発し全国に向けた販路開拓に
取り組み、当社の新しい経営の柱となるよう目指すとともに、下関「あんこう」ブランドの
向上と認知度向上を図る。

あんこう
（農林水産物)

四国－１ 有限会社日本漢方
医薬研究所

6480002003518 開発・生産型
徳島県
徳島市

徳島県産梨の枝葉から
抽出したアルブチンを活
用した洗顔料等のスキン
ケア商品の開発・製造・
販売

梨の枝葉から抽出したアルブチンを活用した洗顔料等の開発・製造・販売を行う。本事
業により、消費者が徳島県産梨のアルブチンを使った商品に接する機会が増え、徳島
県産梨の認知度とブランド価値の向上が期待される。また、これまで活用されていな
かった梨の枝葉を当社が購入することで、生産者の処分費用を軽減し、新たな売上が
生まれることによる収益向上が期待される。

梨
（農林水産物）

四国－２ 株式会社太洋木材
市場

9470001002618 開発・生産型
香川県
高松市

香川県産ヒノキを活用し
たランプシェードなどの
木製品の開発・製造・販
売

ヒノキの端材を活用した木製品（ランプシェード、看板、文具類、アクセサリー）の開発・
製造・販売を行う。ヒノキの耐久性や抗菌効果、硬度が低いことにより微細加工が容易
である等の特徴を活用する。本事業により、ヒノキの産地としてのブランド力、認知度の
向上により、地域内の中小企業等の競争力強化にもつながり、売上向上や雇用促進な
どの地域への波及効果が期待される。

ヒノキ
（農林水産物）

四国－３ 株式会社木村水産 6470001011200 開発・生産型
香川県

さぬき市

穀物粉（おいでまい玄米
粉、ホワイトソルガム粉）
を活用した新商品開発・
製造・販売

本事業では、香川県の地域産業資源である穀物粉のうち、おいでまい玄米粉とホワイト
ソルガム粉を活用し、栄養価が高くグルテンフリーである点を訴求したグラノーラの開
発・製造・販売を行う。本事業を通じて、おいでまいとホワイトソルガムの認知度の向上
を図ることにより、地域内の他の中小企業者等の売上向上などの波及効果が期待でき
る。

穀物粉
（鉱工業品）

四国－４ 株式会社あいさと 5500001014092 開発・生産型
愛媛県
松山市

愛媛県産タチウオを活用
した缶詰製品等の開発・
製造・販売

タチウオを活用して、健康志向の消費者をターゲットとした缶詰製品等を開発・製造・販
売する。タチウオは白身で柔らかい肉質であり、焼き魚、揚げ物、干物として食されるこ
とが多いが、健康面を訴求した商品は少ない。本事業では不飽和脂肪酸が多いというタ
チウオの特徴を利用して味や食感だけでなく健康にもよい点を訴求していく。

タチウオ
（農林水産物）

四国－５ 株式会社愛媛海産 9500001012605 開発・生産型
愛媛県
今治市

主に今治市で水揚げさ
れるマダイ、タチウオ、ハ
モを活用した長期保存可
能なチルド商品の開発・
製造・販売

地域産業資源であるマダイ、タチウオ、ハモを活用したチルド商品（混ぜご飯の素、寿司
の素、煮物、味付けほぐし身、だし）を開発・製造・販売する。マダイ、タチウオ、ハモの産
地としてのブランド力、認知度の向上により、漁業者や水産食品製造業など地域の中小
企業等の競争力強化にもつながり、売上向上や雇用促進などの地域への波及効果が
期待される。

マダイ、タチウオ、
ハモ
（農林水産物）

四国－６ 株式会社ジェイジェイ
旅行センター

4500001007997 開発・生産型
愛媛県
内子町

愛媛県内子町の古い町
並と村並みを活用した地
域文化体験プログラムの
開発・販売

地域産業資源である「八日市護国地区町並」、「内子座」及び「石畳地区村並み」を活用
した、地域文化体験を提供するツアープログラムを開発・販売する。地元の宿泊施設に
宿泊し、「八日市護国地区町並」での歴史文化体験や「内子座」での芸術文化体験およ
び「石畳地区村並み」の中での農村文化体験等、この地ならではの地域文化体験プロ
グラムを提供する。

八日市護国地区町
並、
内子座、石畳地区
村並み
（観光資源）

四国－７
農業生産法人株式
会社ミヤモトオレンジ
ガーデン

1500001018452 開発・生産型
愛媛県

八幡浜市

自社栽培の「愛媛のかん
きつ（みかん類）」を活用
した新たな調味料・加工
食品の開発・製造・販売

愛媛のかんきつを活用し、健康・簡便志向の消費者をターゲットとした調味料、冷凍・レ
トルト食品を開発・製造・販売する。かんきつはヘスペリジン（ビタミンPとも呼ばれるポリ
フェノールの一種）やβ-クリプトキサンチン等の栄養素を豊富に含むという特徴を有す
ることや、愛媛県がかんきつの全国一の産地であることを活かしてかんきつのさらなる
ブランド化を進める。

愛媛のかんきつ
（みかん類）
（農林水産物）

四国－８ 株式会社タナカショク 9490001001444 開発・生産型
高知県
高知市

室戸海洋深層水の栄養
分を活かした賞味期限の
長い豆腐加工品の開発・
製造・販売

豆乳ににがりを添加する際に、室戸海洋深層水を使用することで、豊富な栄養分を持た
せつつ、えぐみを減少させ、独自製法により添加物を使用することなく賞味期限を延長さ
せた豆腐加工品の開発・製造・販売を行う。本事業により、高知県の地域産業資源とし
ての室戸海洋深層水の認知度向上とブランド力向上を図る。

室戸海洋深層水
（鉱工業品）

四国－９ 内外典具帖紙株式
会社

7490001005397 開発・生産型
高知県
いの町

典具帖紙（土佐和紙）を
利用した葬祭用品の開
発・製造・販売

土佐和紙を活用した、納棺用布団一式、仏衣、法被の開発・製造・販売を行う。土佐和
紙は、原材料が植物由来で吸水性・通気性が高いという特徴を有するため、納棺用布
団一式と仏衣については植物由来で吸水性が高い点、法被については吸水性と通気
性に富んでいる点を訴求していく。

土佐和紙
（鉱工業品）

九州－１ 株式会社コプラス 4011001057958 開発・生産型
福岡県
篠栗町

ファスティングに“お遍路
体験”と“森林セラピー”
を掛け合わせた「脳・ここ
ろ・内臓のお手入れがで
きる」滞在型ヘルスツー
リズムプログラムの開発
と販路開拓

九州で初めてのファスティング専門旅館「若杉屋」で、篠栗町の地域産業資源「森林セラ
ピー」と「篠栗四国霊場八十八ヶ所」を活用し、“こころのケア”と“脳のケア”を掛け合わ
せた「内臓・こころ・脳のお手入れができるファスティングプラン商品」の開発と販路開拓
に取り組む。

篠栗四国霊場八十
八ヶ所、篠栗町森
林セラピー
（観光資源）

九州－２ 株式会社タケマン 2290001064030 開発・生産型
福岡県
糸島市

地元糸島の竹を活用した
純国産メンマ商品の開発
および販路開拓

地元糸島産の孟宗竹、真竹の若竹（成長タケノコ）を用い、国内では初めて発酵乾燥加
工してメンマに仕上げるもので、孟宗竹、真竹の柔らかく、歯切れの良い食感が保持さ
れた、安心安全な純国産メンマを開発し、販路開拓に取り組む。

竹・たけのこ
（農林水産物）

九州－３ 有限会社一高本舗 7310002018787 需要開拓型
長崎県

南島原市

自社配達と通信販売を
活用した「そうめん補食」
等の需要開拓事業

伸びにくくゆでた後も時間が持つという特徴のある「島原手延そうめん」を使った、ス
ポーツ食「そうめん補食」として、運動チームやスポーツイベント等の新たな販路開拓に
取り組む。

島原手延そうめん
（鉱工業品）

九州－４ 合資会社頼藤商店 7330003003398 開発・生産型
熊本県
八代市

球磨川・川辺川の鮎を活
用した、鮎出汁を使った
鮎鍋料理セット等の開発
及び販路開拓

日本一の清流「川辺川」の天然鮎を活用し、希少性の高い鮎出汁を使った「鮎鍋料理
セット」や「炙り鮎めしセット」等を開発し、高級ギフト商品として全国に販売する。

アユ
（農林水産物）



九州－５ 福山黒酢株式会社 5340001007468 開発・生産型
鹿児島県
霧島市

天然壷づくり黒酢の醸造
技術を活用したクラフト
発泡酒の開発及び販路
開拓事業

天然壷づくりの黒酢醸造で培ったノウハウや、自社独自の製麹技術を利用して上質な
本格クラフト発泡酒を醸造し、販路開拓に取り組む。

黒酢（天然壷づくり
米酢）
（鉱工業品）

沖縄－１ デザートラボショコラ － 開発・生産型
沖縄県
那覇市

首里をテーマにしたス
イーツの開発、販路開
拓、ブランド化事業

首里城を中心に琉球王朝の歴史と伝統を色濃く残す首里の町のスイーツ店として、歴
史やストーリーのある食材や、伝統工芸などのデザインを活用し、首里をテーマにしたス
イーツブランドの確立を目指す。

沖縄島野菜、甘
しょ、シークヮー
サー、マンゴー、パ
インアップル、バナ
ナ、ドラゴンフルー
ツ、パッションフ
ルーツ、たんかん、
ハイビスカス（農林
水産物）
琉球泡盛、沖縄の
塩、沖縄黒糖、沖
縄の豆腐、八重山
ミンサー、首里織、
琉球紅型、シー
サー（鉱工業品）

沖縄－２ 天然香房合同会社 1360003003310 開発・生産型
沖縄県
沖縄市

「沖縄産素材による新た
なアロマ（香り）の商品」
の開発と顧客開拓、ブラ
ンド確立事業

創業以来20年、アロマ専門業社として培ったアロマの専門知識と技術を駆使し、従来の
アロマ素材に沖縄の地域資源のシークヮーサーや月桃の精油、ハーブ、塩などを融合さ
せたオリジナル商品群によるブランド確立を目指す。

シークヮーサー、月
桃、ハイビスカス、
ハーブ、レモングラ
ス、ミント、バジル、
ローズマリー(農林
水産物)
沖縄黒糖、沖縄の
塩（鉱工業品）

沖縄－３ 有限会社宮城菓子
店

6360002021812 開発・生産型
沖縄県
石垣市

地域資源を活用した、
「新・琉球菓子」の開発販
売事業

沖縄の伝統菓子に沖縄の食材を加えたり工芸品のデザインを施す等で高付加価値な
商品を開発し、その伝統菓子の歴史とともに、新しい味を発信する。
｢新・琉球菓子」＝沖縄伝統菓子＋付加価値（「地域資源」・「製造技術」・「新しいアイディ
ア」）

沖縄島野菜、甘
しょ、もちきび、
シークヮーサー、タ
ンカン、マンゴー、
パインアップル、
パッションフルー
ツ、アセローラ、バ
ナナ、島とうがら
し、ヒハツモドキ、
ハイビスカス、豚、
乳牛、薬用作物、
サンゴ、ハーブ（農
林水産物）
琉球泡盛、琉球も
ろみ酢、ミンサー、
八重山ミンサー、
沖縄黒糖、沖縄の
塩、クロレラ（鉱工
業品）

沖縄－４ 株式会社與那嶺商
会

1360002010200 開発・生産型
沖縄県

久米島町

久米島産のクルマエビ、
シークヮーサー、紅イモ
を活用した商品開発と販
路開拓事業

現在既存で製造、販売をしている『ガーリックオリーブオイルソース』のシリーズ化で、久
米島産の車海老を活用した『シュリンプオイル』や、久米島産のシークワサーや紅芋を
使用したクッキーの商品開発、製造、販売を自社で行なっていく。

クルマエビ、シー
クヮーサー、紅イモ
（農林水産物）

沖縄－５ 沖縄エクスカージョン
ズ株式会社

4360001020065 開発・生産型
沖縄県
那覇市

琉球料理を活用した外国
人観光客向け沖縄の食
文化を学ぶ「料理体験プ
ログラム」「体験フィール
ドツアー」商品開発・販売
事業

沖縄食材の生産現場（農場等）、流通に触れ、調理から食するまでの一貫した総合的な
プロセスを提供する訪日観光プログラムとして、料理体験プログラム及び体験型観光プ
ログラムの開発・販売・運営を行う。

クルマエビ、シー
クヮーサー、紅イモ
（農林水産物）
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