□地域産業資源活用事業計画 認定一覧

番号

事業者名

東北－１ 有限会社川原商会

東北－２ 有限会社奥山メリヤス

東北－３ 宮城興業株式会社

法人番号

7400002000884

6390002015539

9390001010686

株式会社ＷＡＫＡＺＥ

2010401122464

株式会社オードヴィ庄内

1390001006122

東北－４

東北－５ 有限会社幸栄

2380002017754

関東－１ 株式会社大利根漬

4070001006325

株式会社do-mo
株式会社グッドライフ多摩
関東－２
横川観光株式会社
遼有堂

4013101007891
5012401031023
3013101006705
－

株式会社トライアングル
有限会社たのし屋本舗
関東－３
有限会社横須賀松坂屋
カギロイ

2021001042795
8021002065534
8021002067654
－

飲酒後の体調を良好
に保つ「スズメバチ抽
出液を活用した健康飲
料」の開発・製造と販
路開拓

開発生産型

ニットメーカーの高度な
手作業と技術を活かし
山形県 た着心地が良くファッ
寒河江市 ション性の高いニット
ソー製品の製造と販路
開拓

活用する
地域資源

スズメバチを主原料としたサプリメント（ベスパシリーズ）の製造・販売ノウハウ
を活かし、また合成化学薬品に頼らず人に良い影響をもたらす食の可能性を追
スズメバチを活用した健康飲
求する「バリアフリーフード」の理念に基づき、飲酒後に摂取することにより体調
料（鉱工業品）
を良好に保つことが期待できるというコンセプトの健康飲料を開発・製造・販売
し、新たなブランドを構築する。
高度なニット衣料製造技術、山形ニットの産地技術や関連企業の集積を活か
し、「本物のベーシックデザイン」のTシャツやトレーナー等のニットソー衣料の
製造と販路開拓、ブランド構築を行う。
ニット（鉱工業品）
襟などにニットのパーツを使い、手作業の「リンキング技術」を活用して縫製を
行い、セーターのような伸びと着易さを実現したニットソーを製造し、販路開拓を
行いブランドの構築を目指す。

山形県
南陽市

日本初のカスタムメー
ドシステムによる片麻
痺障がい者用靴の開
発と販路展開

本事業では、当社のビジネスモデルである紳士ビジネス用のオーダーメードシ
ステムを進化させ、片麻痺障がい者向けの靴の開発、生産、販路開拓に取り
組む。
靴（鉱工業品）
地域産業資源の「靴」の特徴である１足作りのカスタムメードを超えた片足別々
サイズの靴に履きやすさや歩きやすさに加え、転倒防止機能、デザイン、カ
ラー選びができるおしゃれで履き心地の快適な靴の提供を目指す。

開発生産型

山形県
鶴岡市
酒田市

清酒製造過程に国産
ボタニカル/茶を使用し
た新ブランド「FONIA
TEA」の開発による、日
本酒とは異なる新ジャ
ンル『BOTANICAL
SAKE』の確立を図る世
界展開事業

地域資源である山形県産米（酒米：出羽燦々）を使用し、国産茶を伝統的な日
本酒の製法の中で使用した新タイプの酒「FONIA TEA」を開発する。これによ
り、既存商品 「FONIA」だけでは成し得なかった展開が可能となり、日本酒とは
米（農林水産物）
異なる新しいジャンル『BOTANICAL SAKE』を創出し、世界の洋食マーケットを
日本酒（鉱工業品）
開拓してその確立を図る事業である。本事業の進展により、結果的に消費が伸
びることで原料である県産米の消費も増加させる取り組みも目指すものであ
る。

開発生産型

福島県
白河市

企業連携による自然派
当事業では環境に配慮した白河だるまの開発を行い、自然派志向の消費者向
志向の白河だるまの新
けに子供でも安心して扱える絵付けキット等として販売する他、自社店舗に訪 白河だるま（鉱工業品）
商品開発及び販路開
れる外国人旅行客や修学旅行客向けの体験型商品の開発を行う。
拓

群馬県
高崎市

群馬県は全国２位の梅の産地であり、白加賀梅が主たる生産品種である。白
加賀梅は、実が小粒で果肉が厚く締まっており、未成熟期でも実の形や大きさ
が整っていることから、梅の食感や色味を活かした加工品などに適している。
群馬県産梅（白加賀）
当事業では、群馬の梅の特徴を活かし、カリカリ梅入りゼリー飲料および青梅
を使った新たな商品の
群馬の梅（農林水産物）
甘露煮を開発・販売する。外国産梅や国内の産地との差別化のため、群馬の
開発と販売
梅の新たな食べ方を提案することで付加価値を向上させるとともに、高崎市内
で開催されるスポーツイベントの参加賞としての提供、観光客向けお土産需要
に対する訴求により、群馬の梅の認知度向上とブランド化を目指す。

開発生産型

開発生産型

開発生産型

「南沢あじさい山」を拠
東京都 点とした体験型観光と
あきる野市 あじさい山関連商品の
開発・販売

開発生産型

旧軍港から東京湾へ、
海洋遺跡探検！開国
神奈川県
文化の街 YOKOSUKA
横須賀市
のクルーズと名物料理
の体験事業

地域資源である「南沢あじさい山」を拠点とした体験型観光とあじさい山関連商
品の開発と販売に取組む。南沢あじさい山は、南澤忠一氏が保有する山で、年
間を通して１万人以上の観光客が訪れる。本事業で、あじさい開花時期に、あ
じさい入り紙すき体験、あじさいドライフラワー体験を体験することができるコー
南沢あじさい山
スを開発・販売する。また、オールシーズンで星空観察やあじさい剪定コース等
の商品開発も行う。あじさい山の関連商品として、あじさい山で栽培した甘茶、
ドライフラワーオブジェ等の物販も同時に販売していき、本事業を通じて認知度
向上と、観光客の増加、地域への波及効果が期待される。
横須賀市の地域資源を活用し、新たな観光体験ツアーやご当地お土産品等の
商品を開発・販売する。新規クルーズ商品として第２海保、猿島周辺クルーズ
などの新規航路を開発。また、クルーズの間に、昼食や終了後のディナーを楽
しんでもらえる１日観光商品も開発する。飲食店事業者については、観光客向
けに地域食材を使ったランチ・ディナーメニューを開発し、各社ならではの“よこ
すか海軍カレー” （レトルト商品含む）も開発・販売する。

よこすか海軍カレー（鉱工業
品）
猿島、どぶ板通り、横須賀の
旧軍港（観光資源）

地域産業資源「アルミニウム製品」を活用し、独自の鋳造技術やノウハウによ
り、軽量で熱伝導性を高め、鍋の外面にホーロー加工を施すことにより光沢感
や扱いやすさ（手入れの良さ、傷の付きにくさ）を実現した。さらに、鍋蓋の内面
アルミニウム製品（鉱工業品）
に波紋（HAMON）状の突起を付加することにより素材から出る蒸気を鍋全体に
滴下できる構造等による工夫を施している。今後、ブランド化の確立により新た
な販路開拓を図る。

1220001004695

開発・生産型

石川県
金沢市

地域産業資源「大野醤油」の特徴である天然の甘味や旨味を活かし、独自の
フリーズドライ醤油関
製造技術やノウハウにより、軽量で携帯性に優れ手軽に持ち運ぶことができ塩
連製品の開発および
分量の調節が可能なフリーズドライ（粒状）醤油を製造、販売する。業務用から 大野醤油（鉱工業品）
国内・海外市場での需
家庭用まで、多様な食のニーズに応じた新たな味付けのシーンを提案していく
要開拓・販売事業
ことにより、国内及び海外において需要開拓を図る。

5180301007564
6180301005682

開発・生産型

愛知県
豊橋市

豊橋市が全国での出荷シェア１位を誇るうずらの卵を使用し、フィナンシェやサ
うずらの卵を使用した ブレといった焼菓子に加工し、豊橋銘菓としてのブランド確立を図る。
焼菓子等の製造・販売 パッケージも豊橋地域で知名度の高い市電や手筒花火をモチーフにするなど 豊橋うずら（農林水産物）
事業
工夫を凝らし、現在は他の地域の菓子に押されているお土産売場において、豊
橋銘菓としての地位を確立する。

-

開発・生産型

愛知県
愛西市

地域産業資源「名古屋のアパレル技術」を活用して、バッグ等の製造、販路開
拓に取り組む。
名古屋のアパレル技
商品のＰＲポイントとしては、尾州の生地の特徴である「布柄の意匠性の高
名古屋のアパレル（鉱工業
術を活かしたバッグ等
さ」、「品質の高さ」、「柔らかく軽い」が挙げられる。本商品の認知度の高まりと 品）
の製造・販売事業
共に「織布産地」の認知度が高まり、地域のアパレル関連企業への波及効果
が期待される。

6180301010369
1180301010340
3320001008461
3100001013194

開発・生産型

愛知県
豊川市

高精度プラスチックを
活用した視野角１２０
度以上低歪曲小型レ
ンズユニットの製造・販
売事業

岐阜県
瑞浪市

地域産業資源「東濃桧等」の端材を有効活用した「木の塗り壁材」を製造・販売
する新たな事業に取り組む。本製品は、自然素材を用いた安心・安全な製品で
東濃桧等の端材を有
あり、共同開発した補完剤により機能性特徴（調湿・抗菌・消臭・蚊よけ・香り） 東濃桧、長良杉（農林水産
効活用した木の塗り壁
を強化・持続させることに成功した。また建築建材以外にも機能性を活かした 物）
材等の製造・販売事業
高付加価値製品の製造・販売の拡充により、木材関連業界への波及効果が期
待できる。

株式会社スマイル－リン
中部－３ ク
斎藤製菓株式会社

ヤマガタヤ産業株式会社
有限会社アイ・ジャパン
中部－６ 長良川木材事業協同組
合
郡上森林組合

開発生産型

岩手県
盛岡市

事業概要

開発・生産型

中部－２ 直源醤油株式会社

株式会社トヨテック
株式会社ジュコー
株式会社トヨテック大分
シナノカメラ工業株式会社

事業テーマ

独自技術により可能と
なった、アルミニウム製
万能調理ホーロー鍋
「HAMON」の販売、改
良事業

4230001010896

中部－５

地域名

富山県
高岡市

北陸アルミニウム株式会
中部－１
社

中部－４ ＭＯＶＥ

類型

8200001011605
3200002017812
2200005011978
4200005011191

開発・生産型

地域産業資源「愛知のプラスチック」の生産に係る技術を活用し、マシンビジョ
ンカメラに搭載する視野角１２０度以上低歪曲小型レンズユニットの製造・販売
愛知のプラスチック（鉱工業
に取り組む。本製品は、１台の小型カメラでより多くの物体の認識を可能とし、
品）
国内、海外へ拡販することで、高精度・高品質な「愛知のプラスチック」の知名
度を高め地場産業への波及効果が期待される。

番号

地域名

法人番号

類型

3200001020726
5200001021045
4200002020360
1180001073794

開発・生産型

9200002021619

開発・生産型

2200001020470

需要開拓型

中部－１０ 家田紙工株式会社

6200001000304

開発・生産型

近畿－１

アイテック株式会社
株式会社丸仁

5210001012646
8210001003948

開発生産型

近畿－２

株式会社京の舞妓さん本
舗

4130001050853

開発生産型

近畿－３ 株式会社喜市

9140001088665

開発生産型

近畿－４ 株式会社トーマ

1150001013118

独自技術“Ｖカット工
奈良県
法”を進化・活用したイ
開発生産型 大和高田市
ンテリア製品・部材の
開発・生産・販売

中部－７

事業者名

株式会社センチュリー
株式会社丸モ高木陶器
有限会社たかぎ工芸
株式会社恵那シルク

中部－８ 丸新製陶有限会社

中部－９

株式会社井澤コーポレー
ション

近畿－５ カネマサ莫大小株式会社

中国－１

株式会社鳥取県農協共
済福祉事業団

篠原テキスタイル株式会
中国－２
社

株式会社IRIS・PARURE

事業概要

活用する
地域資源

美濃焼の生産技術の中でも、特に絵付転写に係る技術を活用し、鉛やカドミウ
美濃焼の技術を活用し
ムを含まない安全な方法での絵付転写や、今まで転写が難しかった薄い素材
岐阜県 た新しい転写技術によ
のワイングラスなどへの転写も可能となった。本技術は、絵具の発色も良く、温 美濃焼（鉱工業品）
多治見市 る飲食器等の製造・販
度によって絵柄が変化する温感転写も可能であり、尚且つ、業務用食洗器や
売事業
電子レンジなどに対応していることも特徴である。

岐阜県
土岐市

地域産業資源「美濃焼」に係る事業を長年にわたり実施してきた中、絵付け工
型を使わずに製作する 程において特許を取得した特殊な技術を活用するものである。当該技術によ
浮彫デザイン陶器製食 り、型を作らなくても製品の表面はもちろん内側にも凸凹意匠を付ける事が可 美濃焼（鉱工業品）
器等の製造・販売事業 能になり、小ロットからオリジナリティーのあるカップや皿を製造し提供していく
ことが特徴である。

「世界一の食文化を作る」をテーマに、料理研究家や実際の陶磁器使用者から
食文化を切り口とした の意見に基づき、個人の陶芸作家、量産窯などそれぞれの生産者の個性を活
岐阜県
美濃焼の情報発信お かし、陶土、釉薬等の素材にまで踏み込んだ商品ブラッシュアップを行う。これ 美濃焼（鉱工業品）
多治見市
よび販売支援事業
により、食文化の一部としての役割を担いながらも、美濃焼としての個性が活き
る商品として市場開拓を実施する。

岐阜県
美濃市

福井県
鯖江市

京都府
亀岡市

兵庫県
神戸市

美濃和紙の特性を活
かした立体造形アクセ
サリーおよびステー
ショナリー等の製造・販
売事業

地域産業資源「美濃和紙」が持つ、薄くて丈夫なことや原料配合や手漉き工程
の工夫から得られる透明感などの特性が活かされている。また、美濃和紙の特
性を最大限に活かす印刷や紙を折るなどの加工技術も併せた特徴ある品質に 美濃和紙（鉱工業品）
仕上がっている。シャープで繊細な形状を出せている点ではこれまでにないク
オリティーに仕上がっている。

繊維業界向けに開発さ
れた転写・反射技術等
を活用した機能性眼鏡
フレームの開発・販売

繊維業界で活用されている冷却・加温・消臭などの機能を付加したこれまでに
ない眼鏡枠を開発し、微妙なデザインやかけ心地を競いあう競合品にはない
眼鏡（枠を含む）（鉱工業品）
「機能性眼鏡枠」シリーズとして販路を開拓、「眼鏡産地福井」全体の差別化に
も貢献することを目指す。

おつまみやサラダとし
て気軽に食べることが
出来る京漬物の開発・
製造・販売

昔ながらの製法にこだわり、化学調味料や保存料、着色料を一切使用せず漬
物特有の香りや酸味を抑えた優しい味の漬物を開発した。サラダやパスタに乗 京漬物（京つけもの）（鉱工業
せてナイフとフオークで、また白ワインやスパークリングワインとトマトのお漬物 品）
で「漬け飲み」を提案。デパートや高質スーパーで販売を開始する。

姫路市・たつの市の皮革製造業者の協力を得て、神戸市のファッション・アパレ
活用されにくい皮革活
ル産業で、培かわれたセンス・縫製技術を活かし、兵庫県内で食料用として処
用の革ファッション雑
理される牛のCグレードの皮革や、捕獲された鹿・猪の皮革を素材にしたハンド アパレル（鉱工業品）
貨製品・インテリア用
バッグなどのファッション雑貨、スリッパなどのインテリア用品の開発・生産・販
品の開発・生産・販売
売する。

織物の高級感と編物
の伸縮性等による着心
和歌山県
地の良さを兼ね備えた
和歌山市
ニット生地の開発・生
産と需要開拓

独自技術の“Ｖカット工法”を更に進化させ、補強材（アルミ製）を組み入れるこ
とで、実現させた業界初の板厚8mm、耐荷重10kgの板材を活用し、消費者や顧
集成材（鉱工業品）
客企業の目線での付加価値の高い「新しい快適さをカタチにした自社ブランド
のインテリア製品」の企画・開発・生産・販売に本格的に取り組む。
これまでニット生地は、柔軟性はあるものの織物のようなパリッとした高級感に
劣り、多様な組織柄も難しいと言われてきたが、本事業では当社の編み立て技
術を活かして、独自仕様のハイゲージジャガード丸編機をフル活用することで、 ニット（鉱工業品）
織物のような高級感を持たせ、多様な組織柄を施したニット生地の開発・生産・
販売を行う。

2170001000674

開発生産型

7270001000882

開発生産型

鳥取県
鳥取市

鳥取砂丘を活用した
「大人の砂あそびトリッ
プ」によるアドベン
チャーツーリズム商品
の開発と販路開拓

国内最大の観光砂丘である「鳥取砂丘」は、山陰海岸国立公園の特別保護地
区等に指定され、砂丘独自の動植物や風紋の美しい景観など貴重な自然環境
が保護されている。この鳥取砂丘を活用し、アクティビティを中心に、市内の文 鳥取砂丘（観光資源）
化やグルメを組合せたアドベンチャーツーリズム「大人の砂あそびトリップ」の商
品開発と販路開拓に取り組む。

開発生産型

広島県
福山市

デニム製造の技術を
活用した「柔らかく通気
性の高いパイル調デニ
ム生地」の開発・生産
及び販路開拓

本事業では、繊細な糸を使ったデニム生地を製造する技術と、タオルに使用す
る「パイル生地」の製造技術を活用し、「パイル生地」と「デニム生地」の両方の
デニム（鉱工業品）
特長を持つ、「柔らかく通気性の高いパイル調デニム生地」を開発し、製品化と
新たな需要開拓に取り組む。

4240001030885

1011001047499

四国－１

開発生産型
松下パールファームス

事業テーマ

-

地域産業資源である農林水産物（アコヤ貝）を活用し、これまでに宇和島地域
アコヤ貝では世界に類
では生産することが出来なかった大粒の真珠を開発・製造・販売する。具体的
愛媛県 のないブルー系及びホ
には、直径11mm～15mm程度のブルー系の大型真珠(Blue Huge Akoya
アコヤ貝（農林水産物）
宇和島市 ワイト系大型真珠の開
「B.H.A」)及びホワイト系の大型真珠(white Huge Akoya「W.H.A」)を開発・製造・
発・製造・販売
販売を行う。

九州－１ 有限会社入江木工

9290002052993

開発生産型

福岡県
大川市

「大川木工製品」の切削、研磨の技術により磁着可能な化粧板（ピタバン）を
磁着化粧板を使用した 加工して、簡単に開かない家具をはじめとする機能性を向上させた、便利で装
磁着可能な家具（ピタ 飾的な家具を開発・生産し、医療・介護施設などに向けて販路開拓に取り組
大川木工製品（鉱工業品）
ファニ）の開発及び販 む。
路開拓
医療家具・福祉家具等の新たな分野へ販路を広げることで、大川家具ブラン
ド拡大が期待できる。

九州－２ 有限会社内藤額縁店

1290002053685

開発生産型

福岡県
大川市

ユーザーが自分で額
縁の中に飾れる衣類
装飾用立体額縁の開
発と販路開拓

九州－３ ２０１６株式会社

8300001009960

需要開拓型

佐賀県
有田町

地域産業資源「有田焼」の特徴を活かしつつ、窯元、商社及び世界のデザイ
新たな有田焼ブランド
ナーによる１６のコラボレーションにより生まれた革新的な新ブランド“２０１６
“２０１６／”のブランド
／” コレクションの需要の開拓に取り組む。 「２０１６／」というテーマでブランド 伊万里・有田焼（鉱工業品）
構築と国内外での需要
化していくことで、有田焼の認知度が高まり、地域の窯元等への波及効果が期
開拓事業
待される。

熊本県
熊本市

ひご野菜、あか牛、馬肉（農林
水産物）
地下水、熊本ラーメン、赤酒
熊本の代表的観光地
肥後象がん、川尻刃物、球磨
（熊本市、阿蘇、人吉 熊本県の代表的観光地である熊本市、人吉市、阿蘇エリアの地域旅行会社と
焼酎、からし蓮根、焼酎、醤
エリア）におけるインバ 熊本県旅行業協同組合が連携し、３エリアにおける今までにない県内初の英
油、清酒（鉱工業品）
ウンドＦＩＴ向けニュー 語・中国語・韓国語ガイド付のインバウンドＦＩＴ向けテーマ型着地型・滞在型
熊本城、水前寺成趣園、坪井
ツーリズム商品の開発 ニューツーリズム商品の開発造成及び商品の改良及び販路開拓に取り組む。
川、金峰山、江津湖、路面電
と販路開拓
車、阿蘇くじゅう国立公園、青
井阿蘇神社、球磨川、相良三
十三観音（観光資源）

熊本県旅行業協同組合
九州中央トラベル株式会
九州－４ 社
つばめタクシー株式会社
セフティー観光有限会社

9330005000961
2330001001185
5330001015942
2330002005920

開発生産型

「大川木工製品」の組精度や突板技術を応用して裏板に鉄板を張り、磁石で
貼りつけることで、従来では職人に頼っていた衣類（ユニフォーム等）の額装
が、素人にも簡単に出来る立体額縁を開発・生産し販路開拓に取り組む。
大川木工製品（鉱工業品）
家具以外の新たな分野の認知度を向上するとともに、大川木工の多様性を
広く知らしめていく。

番号

活用する
地域資源

法人番号

類型

地域名

事業テーマ

九州－５ 株式会社アマケンテック

7330001015528

開発生産型

熊本県
天草市

天草産椿油を使用した
化粧品ブランド「Ｒｉｎｇ
－ａ－Ｂｅｌｌ」の開発・販
路開拓

沖縄－１ 株式会社Blueship沖縄

8011801027355

需要開拓型

沖縄県
那覇市

琉球泡盛の海外展開
本事業では、全体需要が低迷を続ける琉球泡盛の新たな市場開拓のために欧
を目指す「琉球泡盛
琉球泡盛（鉱工業品）
米市場へ展開する事業である。特に海外市場におけるカクテル文化に着目し、
ハードリカープロジェク
ウォッカに代表されるカクテルベースとしての需要創出を図っていく。
ト事業」

事業者名

事業概要

地域産業資源「椿油」の特徴である、「地域での無農薬栽培と潤い成分の高さ」
を活用し、不快な匂いやベタつきの少ない全身・毛髪・手指用化粧品を開発・販
椿油（鉱工業品）
路開拓することで、椿油とその原産地である天草市の認知度が高まり、天草市
の中小企業や農家への波及効果が期待される。

本事業は、琉球泡盛の麹製造技術にアレンジを加え、パン種にアルコールを飛
ばした自社開発の泡盛発酵風味料を混ぜ込む、オリジナル製法のパンを製造
し、沖縄島野菜やモズクなど県産食材を練り込み、商品のバリエーション化を
目指す。また活用する黒麹特有のアミノ酸、クエン酸の効果についてきちんとし
たエビデンスを取得する。

沖縄島野菜、もちきび、甘
しょ、モズク、ハーブ、パイン
アップル、パパイヤ、アセロー
ラ、島とうがらし、ヒハツモド
キ、豚、マグロ、クルマエビ（農
林水産物）
琉球泡盛、沖縄黒糖、沖縄の
塩、沖縄の豆腐、琉球料理(鉱
工業品）

沖縄－２ 株式会社プルアラウンド

5360001022267

開発生産型

沖縄県
那覇市

泡盛黒麹を使用した沖
縄県産食材を活用した
フレーバー泡盛黒麹
ベーグル（パン）開発
事業

沖縄－３ Ageshio Japan株式会社

9360001022692

開発生産型

沖縄県
那覇市

本事業では、沖縄の観光振興に貢献する「空手ツーリズム」のジャンルの確立
観光客向け空手ツーリ
と発展に向けて、外国人観光客と日本人修学旅行生を中心とした観光客をター 沖縄の空手・古武術（観光資
ズム商品の開発・販売
ゲットに、空手の発祥地・沖縄の特性を活かした「空手ツーリズム商品」の開発 源）
事業
を進める予定である。

沖縄－４ 株式会社Embellir Japan

9360001018534

開発生産型

沖縄県
那覇市

沖縄観光の魅力を高
めるファッション・アパ
レル事業の確立

ハイビスカス（農林水産物）
本事業では、ファッションを通して沖縄の観光をより魅力的にするためのアパレ
琉球びんがた、八重山ミン
ル事業に取り組む。紅型など伝統的なデザインモチーフをリゾートファッション
サー（鉱工業品）
スタイルに融合させることで、ホテルスタッフ向け・観光客向けの沖縄テイストの
沖縄のビーチ、北谷美浜アメ
ファッション・アパレルを提案する。
リカンビレッジ（観光資源）

