
農商工等連携支援事業（事業化・市場化支援事業）　【採択件数：８１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 合同会社Supply Crops 9430003004806 北海道札幌市 朱鞠内のこだわり野菜を使った無添加・高級スープの開発・製造・販売

北海道－２ カドウフーズ株式会社 5440001005800 北海道函館市
道南の農水産物を活用した健康と美容効果を高める機能性スイーツの開発・製造・
販売事業

北海道－３ 株式会社名寄振興公社 4450001007301 北海道名寄市
生産量日本一　名寄産もち米の産地ブランド化に向けた新商品開発、製造、販路開
拓事業

北海道－４ 有限会社ほんだ菓子司 7430002052964 北海道砂川市
滝川市産のさつまいも及び本別町産の豆類を使用したこだわりの砂川スイーツの開
発、販路開拓事業

北海道－５
株式会社北海道バイオインダス
トリー

8430001025359 北海道札幌市 北海道産タマネギを活用したコンディショニング調味料等の開発・製造及び販売

北海道－６ 株式会社菅野養蜂場 7460301004309 北海道訓子府町 オホーツク産シナ蜜等を原料とした蜂蜜酒の販路開拓

北海道－７ 株式会社白亜ダイシン 8430001046611 北海道岩見沢市 北海道岩見沢産しょうがを使った加工食品の開発、製造及び販売

東北－１ カネショウ株式会社 9420001008958 青森県平川市 新ブランド「津軽の桃」を活用した食酢、高級調味料の開発、販売事業

東北－２ 株式会社スパン・ライフ 4200001006001 青森県八戸市
カーボンオフセット農法による「氷温ニンニク」を活用した黒ニンニクサプリメント、調
味料等の開発、販売事業

東北－３ 有限会社サンマモルワイナリー 5420002019982 青森県むつ市
スチューベンを使用したシャンパーニュ方式によるスパークリングワインの開発、製
造、販売

東北－４ 株式会社千秋堂 8400001001890 岩手県盛岡市
岩手県産の食材（農林水産物等）を原材料に使用し、健康志向に対応した安全・安
心・高品質で“和風のご当地スイーツ”となる「ゆべし」の開発、製造及び販売

東北－５ マルヒ食品株式会社 8370201000449 宮城県大崎市
宮城県大崎産食材による“汁物郷土料理”のレンジアップ商品及び業務用食材キット
の開発・販売事業

東北－６ 株式会社ゆう幸 6410001008747 秋田県秋田市
安全で高品質な善兵衛栗（西明寺栗）を使用した高価値な栗菓子の開発・製造・販
売

東北－７ 有限会社半澤鶏卵 2390002005691 山形県天童市
安全性に配慮した飼料で育てた「純国産鶏」を使った新たなスナック感覚の鶏肉加工
食品の開発と販路開拓

東北－８ 新栄水産有限会社 8390002008219 山形県酒田市 「あみえび醤油」（魚醤）と関連商品の開発とブランド化事業

東北－９ 三和油脂株式会社 9390001004366 山形県天童市 新油糧米「金のいぶき」を原料にしたプレミアム米油及び関連商品の開発と販売

東北－１０ 株式会社ワタスイ 8380001011447 福島県須賀川市
日本初、オール国産原料を活用した栄養価の高い和製シリアルの開発、製造及び
販路拡大

関東－１ 株式会社つかもと 1050001026047 茨城県龍ヶ崎市
糖置換技術の応用による福島県産「ぎんなん」「ミニトマト」等の農産物商品化による
地域活性化事業

関東－２ 株式会社吉田屋 2050001007269 茨城県大洗町 新品種「露茜」等の茨城県産梅を活用した加工品製造・販売によるブランド化事業

関東－３ 有限会社釜屋 4060002031793 栃木県栃木市 ヤシオマスを活用した加工食品などの開発・販売およびヤシオマスのブランド化

関東－４ 株式会社アドテックス 7070001006099 群馬県高崎市
高級シイタケや各種キノコが増産できる周年栽培方法の確立とシステム販売、およ
びそのシステムで栽培したきのこ類の販売、ブランド化

関東－５ 株式会社ペリカン 4030001042217 埼玉県桶川市
埼玉県産大豆を活かした無菌大豆粉と業務用素材「全粒大豆乳酸発酵濃縮液」の
開発・販売

関東－６ 田中製麺株式会社 7030001031134 埼玉県久喜市 菖蒲産の農産物とイタリア野菜を使った生ラビオリの開発・販売

関東－７ 有限会社島田食品 9030002063240 埼玉県富士見市
埼玉県産在来大豆「白光」を使用した「大豆素材」の開発とそれを使った「無添加で日
持ちがする」スイーツ等の開発・販売

関東－８ 株式会社ヨコミゾ 5030001008803 埼玉県さいたま市
冷凍に適した米を炊飯し、冷凍に加工した中間素材商品及び加工食品の開発・製
造・販売

関東－９ 株式会社西川 2040001075069 千葉県勝浦市
「早期水揚げが可能な養殖銀鮭の生産」と「流通形態の構築及び加工品開発」によ
る千葉県産銀鮭ブランド化事業

関東－１０ 株式会社ミールワークスフーズ 7010401118144 東京都港区 新規需要米「越のかおり」を使用した半生タイ米麺の開発と製造販売

関東－１１ 株式会社鮑屋 3021001032291 神奈川県小田原市 相模湾高鮮度地魚のブランド化、および関連加工品の開発・販売

関東－１２ 株式会社門屋食肉商事 4021001033594 神奈川県小田原市
長期肥育の足柄牛を活用した、部位肉の特性に合わせたドライエージング肉の開
発・販売事業と足柄牛のブランドの確立

関東－１３ 有限会社丸清製麺 5021002071758 神奈川県三浦市 「三浦産のイタリアントマト等を活用したトマトソース、生パスタの開発・販売事業」

関東－１４ 株式会社海月研究所 4020001082180 神奈川県川崎市 ビゼンクラゲを活用した高品位のコラーゲン等中間素材の開発・販売事業

関東－１５ 株式会社菜香食品 9020001033468 神奈川県横浜市 三浦野菜を活用した新中華点心の開発・販売事業

関東－１６ 株式会社横尾商事 1020001028657 神奈川県横浜市 根府川産のグリーンレモンを活用したレモンケーキ等の開発・販売事業

関東－１７ 株式会社髙木屋 4110001027135 新潟県南魚沼市 佐渡産の超早生タイプのわかめとその加工品の開発と販売

関東－１８ 中央葡萄酒株式会社 9090001009239 山梨県甲州市
甲州ブドウ等高品質醸造用ブドウの栽培およびこれら高品質醸造用ブドウを活用し
た特別熟成ワインの開発と販売

関東－１９ 株式会社おびなた 5100001003929 長野県長野市
「冷凍そば粉」に適した戸隠産玄ソバを活用した「冷凍そば粉」等の開発、製造及び
販売

関東－２０ 信越明星株式会社 1100001009847 長野県上田市
長野県産原料を使用した冷凍そば、流水解凍タイプの冷凍そば及び生そば等の開
発、製造及び販売

関東－２１ 株式会社さの萬 3080101011431 静岡県富士宮市 国産牛肉の付加価値向上のための新たな熟成牛肉の開発と普及事業

関東－２２ 株式会社沖友 5080001016537 静岡県藤枝市 駿河湾深層水を活用した宮古島産海ぶどうの中間養生と新たな流通開拓

関東－２３ 株式会社一粒万倍 7080101015387 静岡県函南町
人参品種「アロマレッド」の100％ジュースとその搾りかすを利用したビスケット等の開
発・販売

関東－２４ 株式会社片山 6080001001059 静岡県静岡市 「色落ち海苔を活用した海苔スナック菓子の開発・販売」

関東－２５ 株式会社丸憲 6080401010469 静岡県浜松市
静岡県産エシャレットの国産有機醤油漬け、ワイン漬け等の加工商品の開発製造及
び販売

平成２７年度補正予算ふるさと名物応援事業補助金
（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）　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

関東－２６ 株式会社システック 1080401002223 静岡県浜松市 静岡県産の米と食材を活かしたレトルト薬膳粥等の開発および販売事業

関東－２７ アオノフレッシュミート株式会社 2080001000089 静岡県静岡市
快適性を追求した交雑牛の飼養方法の確立と、相対取引を実現させる付加価値の
高い加工食品等の開発・販売

中部－１ 有限会社舩坂酒造店 9200002025900 岐阜県高山市
岐阜県上之保産のゆずと老舗酒蔵の日本酒でつくるゆずリキュールの製造・販売事
業

中部－２ 山眞産業株式会社 9180001027520 愛知県名古屋市 農薬を使用しない食用バラを活用したペースト・シロップ等の製造・販売事業

中部－３ 豊橋糧食工業株式会社 3180301006634 愛知県豊橋市 新品種大麦「関東裸糯94号」を活用したシリアル等大麦加工食品の製造・販売事業

中部－４ 太田油脂株式会社 4180301000553 愛知県岡崎市 宮城県産えごまを活用した加工食品の製造・販売事業

中部－５ 株式会社まるや八丁味噌 8180301001903 愛知県岡崎市 三河産大豆フクユタカを活用した使いやすい八丁味噌商品の製造・販売事業

中部－６ 小笠原製粉株式会社 1180301015109 愛知県碧南市
タンパク質含有量を調整した小麦を活用し生麺に近い食感を実現した乾麺の製造・
販売事業

中部－７ ココノエフーズ株式会社 3180301017417 愛知県碧南市 有機ＪＡＳ認定の薔薇を使ったドレッシング等の製造・販売事業

中部－８ スギ製菓株式会社 8180301016950 愛知県碧南市 北海道産馬鈴薯を活用した新食感せんべいの開発及び製造・販売事業

中部－９ 株式会社おとうふ工房いしかわ 9180301013807 愛知県高浜市
イソフラボン含有量が多い新品種大豆「ゆきぴりか」を活用した大豆飲料等加工食品
の製造・販売事業

近畿－１ 株式会社三丹本店 3210001009438 福井県あわら市 あわら産柿の葉を活用した柿の葉すしなどの製造・販売事業

近畿－２ 新珠製菓株式会社 3210001011451 福井県越前市 黄金の梅「新平太夫」を使用した梅製品の開発・製造・販売事業

近畿－３ 株式会社和田萬商店 3120001072321 大阪府大阪市 兵庫県産の「日本のへそごま（金ごま）」と白ごまを用いた新商品の開発・製造・販売

近畿－４ アイバイオプロダクツ株式会社 3122001023592 大阪府八尾市 規格外柑橘類を使用した生食感覚の剥皮柑橘デザートの開発・製造・販売

近畿－５ 株式会社ＪＦＣ 5120101044929 大阪府岸和田市
栽培適地における大規模栽培葉物野菜を使用した調理用簡便葉物野菜パックの加
工・販売

近畿－６ 沖物産株式会社 2140001085058 兵庫県淡路市 淡路島産農産物を活用した加工食品および各種食材の開発と販売

近畿－７ 淡路麺業株式会社 5140001085030 兵庫県淡路市 国産小麦と淡路産野菜を使用したパスタ商品の開発と販売

中国－１ 株式会社あすなろ本舗 7240001015917 広島県広島市 広島産にんにくを活用した低臭化にんにく加工品の開発事業

中国－２ インスマート株式会社 5240001015448 広島県広島市
広島県呉市と大崎上島町の柑橘類の葉弁、葉、果皮等を活用したハーブティーなど
の開発事業

中国－３ クニヒロ株式会社 7240001038026 広島県尾道市 低温超高圧処理による衛生面に優れた生食用牡蠣と牡蠣加工品の開発事業

中国－４ 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 6250001000753 山口県山口市
有機野菜を使った酵素分解による野菜ペーストや加工商品の商品開発および販路
開拓

四国－１ 株式会社マルシン 4470001006813 香川県三木町 三木町産イチゴを活用した菓子の商品開発・販路開拓

四国－２ 有限会社西内花月堂 5470002013568 香川県まんのう町 菓子残渣を与えたオリジナル讃岐夢豚を活用した小籠包・豚まんの開発・製造・販売

四国－３ 株式会社山一商店 9470001012237 香川県土庄町
香川県産オリーブの枝及び葉の燻製材を活用したオリーブ燻製調味料の開発・製
造・販売

四国－４ 株式会社無双社 3500001013567 愛媛県松山市 久万高原町産の雑穀とトマトを活用した加工食品の開発・製造・販売

四国－５ 株式会社げんき本舗 9500001015871 愛媛県宇和島市
愛媛県産柑橘を活用したドライフルーツの2次加工品（チョコレートがけ）の開発並び
に販路開拓

四国－６ 秀長水産株式会社 8500001015501 愛媛県宇和島市
脂肪分の少ない養殖マダイの頭・中骨等を活用した食品素材及び加工食品の開発・
製造・販売

九州－１ 有限会社野菜王国 1290002020826 福岡県福岡市 自然薯及びその他の山芋を使ったとろろ商品の開発及び販売

九州－２ CTC-LANKA株式会社 9290001051204 福岡県久留米市 栄養豊かな発芽玄米等で構成された乾燥ご飯缶詰の開発・販路開拓

九州－３ 株式会社緒方エッグファーム 8330001014735 熊本県合志市
亜麻種子由来の飼料と地元産飼料米を用いDHA・αリノレン酸を強化した鶏卵及び
加工品の開発と販路の開拓

九州－４ 有限会社田中醤油店 2320002020788 大分県中津市 大分県産「味一ねぎ」を使った新調味料ブランドの開発・販路開拓

九州－５ 株式会社豊後大野クラスター 4320001009855 大分県豊後大野市
高糖度かんしょ「べにはるか」の規格外品を活用した、ペースト、パウダー等介護・医
療向け食品の開発・販路開拓

九州－６ 株式会社デイリーマーム 3350001005051 宮崎県宮崎市 宮崎県産カラー人参を活用した、カラー人参チップス・業務用食材の製造・販売

九州－７ 今村茶園 － 鹿児島県霧島市
黒酢に漬けこんだ梅の実を培養土として活用した黒紅茶および黒茶の生産と販路開
拓

九州－８ 株式会社薩摩つけもの工房 7340001009322 鹿児島県霧島市
手の平サイズの鹿児島産「ミニきゅうり」を浸透圧活用技術で加工した漬物の製造販
売

沖縄－１ 有限会社グリーンフィールド 360002009522 沖縄県那覇市
「沖縄産野菜をメインにしたヘルシーで旨味豊かなスチーム調理惣菜・加工食品の
開発・販路拡大を行う」

沖縄－２ 株式会社新垣通商 9360001015770 沖縄県那覇市
沖縄産モズクブランド「琉球長寿藻」の海外販路展開事業―レストランへのPRからレ
ストランに来た消費者にまで伝えるブランド展開―

沖縄－３ 株式会社石垣の塩 7360001013041 沖縄県石垣市 『与那国島近海で獲れる天然マグロ・カツオ等を活用した加工食品の製造販売事業』

低未利用資源活用等農商工等連携支援事業（連携体構築支援事業）　【採択件数：２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
一般社団法人北海道中小企業
家同友会道北あさひかわ支部

4430005005393 北海道旭川市 農商工連携で、新たなモノづくりへ挑戦

北海道－２
一般社団法人オホーツクテロ
ワール

2450005003711 北海道紋別市 オホーツク地域の地域資源を活用した農商工連携の創出プロジェクト
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