
□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 株式会社丸善納谷商店 9440001002273 開発生産型
北海道
函館市

海外輸出用に成分調
整した函館養殖マコン
ブ製品の開発による海
外販路開拓事業

　函館地域で採れるマコンブを活用し、海外の輸入基準に合わせて成分調整し
た「昆布エキス製品」と「昆布調味加工品」の開発・製造・販売を行う。効率よく
昆布エキスを製造する方法として、乾燥工程を削減した「生」の昆布を活用する
新規製法を開発・確立し、昆布漁における漁業者の作業負荷低減や水揚げ量
の向上及び若手就業者数の拡大を目指す。

マコンブ（農林水産物）

東北-1 株式会社コシヤマ 7410001007079 開発生産型
秋田県
能代市

市場及びシェアの拡大
を可能とする木製玄関
ドア開発及び販売・メ
ンテナンスサービス網
構築事業

地域資源である「建築用木製品」の高度な加工技術と「秋田杉」の特徴を生か
し、デザイン性と耐久性、機能性を高めた木製玄関ドアのハイスペックモデル
を開発。市場では類を見ない10年間の長期間保証を付加し、主要取引先の住
宅資材販売会社であるチャネルオリジナル㈱と連携した長期間のメンテナンス
サービスを提供。顧客満足度を高めつつ囲い込みと新たな需要開拓を進める
ことで市場及びシェアの拡大を実現することを目指す。本事業進展により、「秋
田杉」の需要増加を図ると共に、地域における関係事業者等との連携により波
及効果を生む事業となる。

秋田杉（農林水産物）
建築用木製品（鉱工業品）

東北-2 株式会社及川商店 2370501000617 開発生産型
宮城県

南三陸町

皆様に食べてもらいた
い「骨まで美味しい南
三陸の焼き魚シリー
ズ」の製造販売

今回の新事業は南三陸町の地域資源である「ぎんざけ」「さば」「かれい」を使
用し、その「切り身」を骨まで食べられるようにした「骨まで美味しい南三陸焼き
魚シリーズ」の開発・製造・販売を行うものである。「焼き魚」は美味しく栄養もあ
るが、魚食は小さなお子様や高齢者のような咀嚼力や嚥下力の弱い方々に
は、骨で喉を傷つけたり、引っ掛かりして危険である。そのため開発する商品
は、骨だけを単純に柔らかくしただけでなく、咀嚼力や嚥下障害の程度に応じ、
さらに骨があるため魚が嫌いな方々に対して、固さを調整して身の食感を残し
たまま骨ごと食べられるように提供するものである。

ぎんざけ、さば、かれい（農林
水産物）

東北-3

株式会社安部吉
青文テキスタイル株式会社
峯田織物有限会社
有限会社リィーヴ

1390001009736
5390001010327
3390002013446
3390002013628

開発生産型
山形県
米沢市

「米沢織」4社共同によ
る中国・台湾ハイブラ
ンド市場へ向けての新
商品開発と新市場開
拓

本事業ではテキスタイルメーカー３社と卸１社が、利害関係を抜きに運命共同
体として各社のノウハウ・設備・原料・人材など持てる経営資源を共有し、有機
的に結びつき一体となった組織体制を構築し、新たな産地BtoBブランド“Japan
Textile YONEORI”を立ち上げる。共同メーカー３社はジャカード織の高度な製
造技術とノウハウを活かし、企業単体では今まで応えられなかった新商品を共
同開発することで中国・台湾アパレルの要望に幅広く対応し、増加する需要へ
の対応や新規取引先の開拓を目指す。

米沢織（鉱工業品）

東北-4 株式会社ハート・プラザ 9380001021362 開発生産型
福島県

喜多方市

植物ケナフを原料とし
た潤滑油向け高性能
バイオナノカーボンの
製造と販路開拓

今回の事業は、喜多方市の地域資源である「ケナフ」から当社独自の技術によ
り抽出した「バイオナノカーボン」を潤滑油に添加することで、「エンジン潤滑油」
「グリース」「機械加工油」「電池の負電極」等に向けた販路開拓を行うものであ
る。この「バイオナノカーボン」は鉱物由来ではなく植物由来で、既存の添加物
に対して、非常に低い摩擦係数が発揮できることから、化石燃料使用の抑制に
繋がり、結果としてCO2が削減でき、地球温暖化抑制にも貢献することが期待
できる製品である。

ケナフ（農林水産物）

中部ｰ1 株式会社やぶうち商会 4230001003339 開発生産型
富山県
富山市

地域産業資源であるト
ウキ葉を活用した化粧
品シリーズの開発及び
製造・販売事業

トウキの廃棄されてしまう「葉」を有効活用するため、独自技術により抽出したト
ウキ葉エキスを活用し、「トウキ葉シリーズの化粧品」として開発を行い、自然
派･オーガニック化粧品市場へ販路拡大を行う。

トウキ (農林水産物)

中部ｰ2 株式会社エイチツーオー 8220001011248 開発生産型
石川県
金沢市

伝統的工芸品「金沢
箔」を独自の特許技術
により機械編等のレー
スに貼付したラージサ
イズの宝飾品やファッ
ションアイテム商品の
製造・販売事業

「伝統工芸を普段の暮らしの中で身に着ける」というコンセプトに基づき、金沢
箔の高級感と繊細な手編みレースを組み合わせ、肌に身に着けることを考慮し
た軽量かつ耐久性を高めたアクセサリーや、機械編みレースに金沢箔をあし
らったショールなどの大型ファッション商品の開発を行う。

金沢箔 (鉱工業品)

中部ｰ3 株式会社F-STYLE 3200001028083 開発生産型
岐阜県
岐阜市

岐阜県の地域資源で
ある「長良杉」「東濃
檜」「美濃和紙」を活用
した筆記具の開発・製
造・販売事業

「美濃和紙」、「長良杉」や「東濃檜」の持つデザイン性、風合いや香りを最大限
に高めた筆記具を開発し、岐阜県の地域産業資源の良さを周知することに加
えて、商品の認知度を高めつつ、販路開拓を目指す。

長良杉、東濃檜 (農林水産
物),
美濃和紙 (鉱工業品)

中部ｰ4 株式会社ネオナチュラル 5180001008697 開発生産型
岐阜県
郡上市

清酒の製造技術を活
用し、自社農場産の有
機農産物を加えた発
酵飲料の製造・販売事
業

岐阜の清酒の製造技術を活用し、米麹と酵素を組み合わせることにより、一般
的な甘酒よりオリゴ糖が多く含まれている甘酒の開発を行った。また、原料の
一部に岐阜県郡上市にある自社農場や近隣の農家が生産する米やハーブ、
野菜を使用することで農業活性化面でも地域波及効果が見込める。

岐阜県の清酒 (鉱工業品)

中部ｰ5 石川鋳造株式会社 5180301015063 開発生産型
愛知県
碧南市

鋳物の特徴を活かした
お肉がおいしく焼ける
フライパンシリーズの
製造・販売事業

鋳物の特徴を活かすため、焼き面にこだわり、無塗装・無研磨により鋳造時に
成型される砂型の凹凸を残すことや、焼き面を厚くしダクタイル鋳鉄を用いるこ
とで熱伝導性の良いフライパン等の調理器具を開発し、販路開拓を目指す。

鋳物 (鉱工業品)

近畿-1 株式会社カンパネラ 3011701015217 開発生産型 福井県

越前打刃物や眼鏡等
「福井の地域資源・技
術」 を活用したアウトド
ア用品の開発・販売

福井県の地域産業資源である越前打刃物等の伝統産業や眼鏡枠・繊維等の
地場産業の技術を活用し、アウトドア用品の消費者ニーズを熟知している当社
が「ひと味違う」アウトドア用品を開発し、オリジナルブランド「DVERG（ドベル
グ）」として生産・販売していく。

越前打刃物、眼鏡（枠を含
む）、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、
合成繊維長繊維（無機繊維を
含む）ニット生地製品、編レー
ス製品、細幅織物製品、プラ
スチック樹脂製品、金属製
品、ふくいブランド材、越前漆
器、越前和紙、指物（越前指
物） 、越前箪笥 、越前焼、よ
もぎ草染 、越前和蝋燭、銀杏
材木工品、塗箸、若狭パー
ル、石田縞、越前竹人形（鉱
工業品）

近畿-2
スタニング株式会社
WILLER株式会社

9140001056952
1010401060384

開発生産型
兵庫県
神戸市

神戸の観光資源と兵
庫県のファッションポテ
ンシャルを活かす「神
戸ファッションツーリズ
ム」の開発提供

「神戸エレガンス」と呼ぶファッション文化やライフスタイル、グルメ、神戸スイー
ツなどのハイカラ文化を今新たに魅力ある観光コンテンツとして磨き上げ、イン
バウンドなどを対象に神戸らしい着地型観光を創造していく。また兵庫県内の
アパレルやファッション関連企業を繋ぎ、観光、モノづくり、商業が融合した持続
可能なツーリズムとして期待できる。

北野異人館街・北野町山本通
伝統的建造物、神戸港、神戸
の夜景、有馬温泉、須磨・舞
子、兵庫県立美術館「芸術の
館」、旧居留地、神戸南京町、
六甲山、北野工房のまち、神
戸ファッション美術館（観光資
源）



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

近畿-3
株式会社キタイ
株式会社ルーチェ

7150001012634
5140002024821

開発生産型
奈良県香芝市、
兵庫県神戸市

立体成型ニットアッ
パーを活用したフィット
感の高いカスタムオー
ダーシューズの開発・
製造・販売

日本の靴下製造技術と神戸長田の靴製造技術を活用し、顧客の足型・サイズ
にフィットするカスタムオーダーのニットアッパーシューズ（スポーツカジュアル
シューズ・ランニングシューズ・スポーツ競技用等）の開発・製造・販売に取り組
む。

靴下（鉱工業品）、神戸靴（鉱
工業品）

近畿-4 株式会社泉屋 3150001000213 需要開拓型 奈良県

地元酒造メーカーとの
共通ブランド商品およ
び地元農産物を活用し
た酒類の需要開拓

地域密着卸の強みを活かし、奈良県の酒蔵５社との共通ブランド「奈良の夏冷
酒」や、奈良県産高級いちごを使ったスパークリングワイン「古都のあわ」等の
オリジナル酒類商品を企画し、小売店や通販等を通じて、全国および海外での
販売拡大に取り組む。

日本酒（鉱工業品）
梅、いちご、ブルーベリー、奈
良の柿（農林水産物）

中国-1 有限会社ニイヨンイチ 4260002020231 開発生産型
岡山県
倉敷市

「持続可能な生産方式
でミリ単位の繊細な加
工ができるアパレル製
品」の開発・販路開拓

本事業では、地域資源である「アパレル製品（繊維製品）」の製造過程で行う脱
色加工において、新たに開発するオゾン脱色装置を活用して、使用した水は自
然蒸発等を除き、全てを浄化して循環させながら環境負荷を抑制し、ミリ単位
の繊細な脱色加工ができるアパレル製品」の開発・販路開拓を行う。

アパレル製品（繊維製品）
（鉱工業品）

四国-1

琴平バス株式会社
瀬戸内ワークス株式会社
平成レンタカー株式会社
さぬき麺機株式会社

8470001008153
2470001017358
3260001016792
6470001010243

開発生産型
香川県
全域

「うどん」を活用した和
食文化体験プログラ
ム、および周遊商品の
開発・提供

日本の和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録され注目度が増すなか、うど
んを観光資源として活用し、訪日外国人・国内観光客をターゲットに、複数の事
業者が連携して、新たな和食文化を体験する周遊商品を開発し、地域の魅力
を体感してもらうことで、地域への消費拡大を促す。

うどん（鉱工業品）

四国-2
かねこみそ株式会社 3480001005402

開発生産型
徳島県
全域

高酵素力価の麹を活
用した発酵食品（みそ・
あま酒・塩麹）の開発・
製造・販売

みその生産に係る技術の要である麹を活用した商品の開発・製造・販売を行
う。職人の麹製造技術に加えて最新式製麹装置を活用することで、α-アミラー
ゼ等を多く含んだ高酵素力価の麹を活用した発酵食品を開発し、食や健康に
対する意識が高い層をターゲットとして販路開拓を目指す。

みその生産に係る技術
（鉱工業品）

九州-1 株式会社興電舎 7350001006764 開発生産型
宮崎県
延岡市

電気機械に係る技術
を活かした「変圧器励
磁突入電流抑制装置」
の開発・製造・販売

高圧電力を使用する工場の点検等で電源供給を遮断している変圧器を再び使
用するために電圧を投入したとき、過渡的に思いもかけぬような大きな電流が
流れて電力品質悪化が発生し、それにより生じる障害に対応する「変圧器励磁
突入電流抑制装置」を開発・製造・販売していく。

電気機械及びその関連製品
(鉱工業品）

九州-2 南薩観光株式会社 6340001012839 開発生産型
鹿児島県
南九州市

鹿児島の自然、温泉、
歴史文化等を活用した
ラグジュアリーツーリズ
ム商品の開発と販路
開拓

鹿児島の自然、温泉、歴史文化等の地域資源を活用した特別体験コンテン
ツ、富裕層向け食事メニュー、ラグジュアリー宿泊パッケージ等の開発を行う。
また南九州初の富裕層向け小型バス「LUXIES」を組み合わせた、国内外の富
裕層向け多言語ガイド付きのラグジュアリーツーリズム商品の開発・造成と販
路開拓に取り組む。

錦江湾、桜島、鹿児島の
焼酎蔵、旧集成館、池田湖、
知覧武家屋敷庭園群（観光資
源）
薩摩切子、薩摩焼（鉱工業
品）
マグロ、黒豚、黒牛（農林水産
物）
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番号 法人番号 地域名 事業テーマ 事業概要
活用する
地域資源

九州-1
72900050169

48
福岡県

久留米市

 筑後川・矢部川流域
の資源を活用した商品
のブランド化による販
路開拓

筑後川・矢部川流域の地域資源を活用した商品（「筑後川ブランド」として認定
されたもの）の発掘、企画、活用を支援するとともに、筑後川ブランドを全国に
発信し、その付加価値向上に寄与する事業を行う。

大川木工製品、福岡の清酒、
久留米絣(鉱工業品）
八女茶、いちご（あまおう）
米、にんにく（農林水産物）
筑後川（観光資源）

支援機関名

一般社団法人
筑後川プロジェクト協会


