
地域産業資源活用事業【採択件数：７５件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

北海道－１ 有限会社ネイチャーライヴ 8450002012148 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

北海道－２ 有限会社山下機械店 8430002063779 北海道豊浦町 ホタテ貝等二枚貝の煮熟・貝離し工程の生産ラインの開発

東北－１ 有限会社二階堂 3420002002230 青森県青森市 あおもり発の高級プレミアムスイーツの開発販売とブランド構築事業

東北－２ 株式会社ふかうら開発 5420001008524 青森県深浦町
白神十二湖の森と深浦町地域資源を活用した“碧（あお）の神秘と紅（あか）いロ
マンを体験するエコツーリズムプログラム”及び関連土産品等の開発事業

東北－３ 有限会社川原商会 7400002000884 岩手県盛岡市
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

東北－４ 株式会社及富 3400601000058 岩手県奥州市
3Dデジタル技術を活用しユーザビリティーとファッション性を融合させた若年層
向け南部鉄器製ティーウェアの開発・需要拡大事業

東北－５ 株式会社空地音ハーモニー 5400601001120 宮城県仙台市
伊達藩ゆかりの文化遺産で行うウェディングツーリズム「みちのく和婚・みやぎ
編」の開発販売

東北－６ 水月堂物産株式会社 3370301000683 宮城県石巻市
三陸の新鮮なほやを手軽に味わえる「ハーフシェルほや（ほやの殻皮を器にした
冷凍ほや刺し）」などの開発と全国および海外への販路開拓

東北－７ 有限会社ヤマコ武田商店 8370602001946 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

東北－８ 株式会社カネダイ 4370501000136 宮城県気仙沼市
自社船漁獲の気仙沼産水産物等を主原料に著名シェフのノウハウで作る高付
加価値食品等のブランド化と直販事業の展開

東北－９ 株式会社安部吉 1390001009736 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

東北－１０ 青文テキスタイル株式会社 5390001010327 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

東北－１１ 株式会社WAKAZE 2010401122464 山形県鶴岡市
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

東北－１２ 有限会社奥山メリヤス 6390002015539 山形県寒河江市
ニットメーカーの高度な手作業と技術を活かした着心地が良くファッション性の高
いニットソー製品の製造と販路開拓

東北－１３ 有限会社山形工房 7390002015018 山形県長井市
生産日本一のけん玉の健康面での効能を活かした新市場開拓と地域名産品と
しての確立

東北－１４ 宮城興業株式会社 9390001010686 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

東北－１５ 米富繊維株式会社 5390001002456 山形県山辺町
ニット開発技術と豊富な編地のアーカイヴスを活用したカスタマイズセーターの
製造・販売と新ブランド「THIS IS SWEATER」の確立

東北－１６ 有限会社幸栄 2380002017754 福島県白河市 企業連携による自然派志向の白河だるまの新商品開発及び販路開拓

東北－１７ 株式会社阿部ニット 6380001003330 福島県伊達市
高度なニット編立て技術を活用した高付加価値ファッション商品の開発と販路開
拓～オリジナルニットのブランド化～

関東－１ 株式会社日光食品 9060001013788 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

関東－２ 星野工業株式会社 4060001010617 栃木県鹿沼市
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

関東－３ 伊田繊維株式会社 3070001015608 群馬県桐生市
耐久性と着心地の良さを両立した宿泊業・飲食業向けユニフォームと旅館くつろ
ぎ着の開発と販売

関東－４ 株式会社大利根漬 4070001006325 群馬県高崎市 群馬県産梅（白加賀）を使った新たな商品の開発と販売

関東－５ 株式会社do-mo 4013101007891 東京都あきるの市 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・販売

関東－６ FUNFAM株式会社 3030001084103 東京都港区
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

関東－７ 熊沢酒造株式会社 8021001006753 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

関東－８ 株式会社西松 2021001043471 神奈川県三浦市
三崎のまぐろを活用した長期保存できる新たな天然マグロ加工品の開発・販売
と海外展開

関東－９ 市川和紙工業協同組合 8090005005615 山梨県市川三郷町 和紙や団扇・扇子を中心とした本格的伝統文化体験と関連商品の開発・販売

関東－１０ 株式会社海老屋 6090001000299 山梨県甲府市
山梨県産果実の規格外品を活用した通年提供可能な新たなスイーツの開発と
販売

関東－１１ 三和製紙株式会社 8090001011988 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

関東－１２ 株式会社中島鶏卵市場 1090001005138 山梨県甲府市 甲州小梅の漬物、スイートコーンを活用した新たな惣菜の開発と販売

関東－１３ 山梨県酒造協同組合 4090005000520 山梨県甲府市
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

関東－１４ LA MAISON ANCIENNE - 山梨県山梨市
ぶどう文化の体験と古民家宿泊を中心とした新たな体験型観光とぶどう関連商
品の開発・販売

関東－１５ 株式会社流通サービス 2080401014969 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

中部－１ 北陸アルミニウム株式会社 4230001010896 富山県高岡市
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

中部－２ 直源醤油株式会社 1220001004695 石川県金沢市
フリーズドライ醤油関連製品の開発および国内・海外市場での需要開拓・販売
事業

中部－３ 株式会社エクシィズ 8200001020507 岐阜県多治見市
美濃焼の技術を活用し、廃棄物である溶融スラグをリサイクル利用したタイル材
の製造販売事業

中部－４ 株式会社センチュリー 3200001020726 岐阜県多治見市 美濃焼の技術を活用した新しい転写技術による飲食器等の製造・販売事業

中部－５ 株式会社日東製陶所 7200001020904 岐阜県多治見市 裏連結モザイクタイルの開発･製造･販売事業

中部－６ 三星刃物株式会社 6200001019641 岐阜県関市 簡単に切れ味がよみがえる扱いやすい刃物等の開発・製造・販売事業

中部－７ 株式会社ミュウ 2200001020041 岐阜県関市 関の刃物の技術を活用した高機能性理美容鋏ブランドの構築

中部－８ 家田紙工株式会社 6200001000304 岐阜県美濃市（事業所）
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

中部－９ ヤマガタヤ産業株式会社 8200001011605 岐阜県瑞穂市（事業所） 東濃桧等の端材を有効活用した木の塗り壁材等の製造・販売事業

中部－１０ 株式会社安震 8180301003593 愛知県岡崎市
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

近畿－１ 有限会社幸伸食品 5210002009443 福井県永平寺町 冷凍ごまどうふの品質改良・アレンジ商品の開発及び、常温ごまどうふの試作

近畿－２ 株式会社京の舞妓さん本舗 4130001050853 京都府京都市 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

近畿－３ 株式会社播 9140001075804 兵庫県西脇市 播州織産地の技術・特色を活かしたインディゴ染織物・製品の開発・生産・販売

平成３１年度当初予算国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業）採択事業一覧



地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

近畿－４ 株式会社丸萬 9140001075366 兵庫県西脇市
多重レイヤージャガ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

近畿－５ 有限会社いけがわ 4140002039390 兵庫県朝来市
「ASAGO大學」と連携した心身浄化の旅「Asago　Wellness　Tourism」の開発・提
供

近畿－６ 西垣靴下株式会社 6150001013237 奈良県大和高田市
新開発特許のクッション編みで、従来にない耐久性と疲れにくい靴下の開発・製
造・販売

近畿－７ 斑鳩産業株式会社 7150001006891 奈良県斑鳩町
歴史と自然を感じる世界遺産のまち斑鳩町での滞在および散策・回遊型ツーリ
ズムの提供

近畿－８ ダイワ産業株式会社 4150001010657 奈良県高取町
良質な国産の桧材と独自加工技術を活用したデザイン性の高い生活雑貨の開
発・製造・販売

近畿－９ 昌和莫大小株式会社 1150001012870 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～

近畿－１０ カネマサ莫大小株式会社 2170001000674 和歌山県和歌山市
織物の高級感と編物の伸縮性等による着心地の良さを兼ね備えたニット生地の
開発・生産と需要開拓

近畿－１１ 原田織物株式会社 1170001011053 和歌山県橋本市 ラッシェル機の編立て技術を活かした繊維雑貨製品の開発・生産・販売

中国－１
株式会社明石スクールユニ
フォームカンパニー

3260001027781 岡山県倉敷市
有名アイドルグループの衣装デザイナーによる学校別オーダーメイド学生服の
開発・販売

中国－２ 鶴田石材株式会社 3260001017816 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

中国－３ 株式会社イワタ木工 7240001045757 広島県廿日市市 木製製品の技術を活用した「高付加価値けん玉等の遊べるオブジェ」の開発

九州－１ 有限会社入江木工 9290002052993 福岡県大川市 磁着化粧板を使用した磁着可能な家具(ピタファニ)の開発及び販路開拓

九州－２ 有限会社内藤額縁店 1290002053685 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
(マグネット式ユニフォーム額縁の開発と販路開拓）

九州－３ 木下木芸 - 福岡県大川市 従来の「組子」にはない色彩と組み方の和モダン組子製品等の開発と販路開拓

九州－４ miel - 福岡県うきは市 フルーツ王国うきはの未利用素材活用による業務用ピューレの開発と販路開拓

九州－５ 株式会社種商 1290001049148 佐賀県鳥栖市 佐賀県産米麦大豆を活用したスーパーフードの開発と販路開拓

九州－６ アリタポーセリンラボ株式会社 5300001005954 佐賀県有田町 有田焼の特性を活かした高級食器の開発と販路開拓

九州－７ 熊本県旅行業協同組合 9330005000961 熊本県熊本市
熊本の代表的観光地（熊本市、阿蘇、人吉エリア）におけるインバウンドＦＩＴ向け
ニューツーリズム商品の開発と販路開拓

九州－８ 株式会社アマケンテック 7330001015528 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

九州－９ 天栄食品 - 熊本県天草市
天草名産うるめいわし節などを使ったふわふわ削り節と無添加だし粉末の開発・
販路開拓

九州－１０ 大和フロンティア株式会社 2350001008781 宮崎県都城市
宮崎県の地域資源「竹」を活用した飼料・肥料「笹サイレージ」の開発及び販路
開拓

九州－１１ 福山黒酢株式会社 5340001007468 鹿児島県霧島市 天然壺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

九州－１２ 有限会社小田畜産 1340002023427 鹿児島県南さつま市 自社ブランド「小田牛」加工品の開発及び国内外における販路拡大

九州－１３ 株式会社ヘルシーアイランズ 8340001019064 鹿児島県徳之島町
奄美の伝統食材「アマミシマアザミ」の健康・医療業界向け商品開発及び販路開
拓

沖縄－１ 株式会社プルアラウンド 5360001022267 沖縄県那覇市
泡盛黒麹を使用し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－２ 有限会社宮城菓子店 6360002021812 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－３ キューカンパニー株式会社 5360001006856 沖縄県那覇市
サンゴファイバーを活用した沖縄県産スポーツウェアの開発・販売及びブランド
化事業

沖縄－４ 株式会社ラプラス 2360001020496 沖縄県恩納村
撮影と旅行を組み合わせた「フォトツーリズム」
ドローンを活用した　団体・全天候および屋内対応の商品開発

小売業者等連携支援事業【採択件数：８件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ

東北－１ 株式会社三陸コーポレーション 5370001040268 宮城県仙台市
三陸産水産加工品の東南アジア諸国及び中東諸国等における需要開拓と“ＳＡ
ＮＲＩＫＵ”ブランド確立事業

中部－１ 株式会社井澤コーポレーション 2200001020470 岐阜県多治見市 食文化を切り口とした美濃焼の情報発信および販売支援事業

近畿－１ 紀州繊維工業協同組合 4170005005008 和歌山県橋本市
新たな取組みの着実な実施による「KOYAGUCHI PILE FABRIC」のブランド力向
上・ブラッシュアップ・需要開拓事業

中国－１ 一般社団法人松江観光協会 2280005000189 島根県松江市 城下町松江の茶の湯文化薫る観光ツーリズム

中国－２ 有限会社くま 6260002022655 岡山県倉敷市 「原材料や製法にこだわった手土産等」を岡山から全国に発信するプロジェクト

中国－３ 一般社団法人萩市観光協会 3250005004786 山口県萩市 萩の食・美味しい維新プロジェクト

九州－１ ２０１６株式会社 8300001009960 佐賀県有田町 新たな有田焼ブランド“２０１６／”のブランド構築と国内外での需要開拓事業

沖縄－１ 株式会社Blueship沖縄 8011801027355 沖縄県那覇市 欧州市場における琉球泡盛のセールスプロモーション調査事業
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