
低未利用資源活用等農商工等連携支援事業（事業化・市場化支援事業）　【採択件数：５１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 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－２ 株式会社ディームファクトリー 1460101004241 北海道帯広市 副産物を活用した道内初のブラウンスイス乳フローズンヨーグルトソフトの製造事業

北海道－３ 北建建設有限会社 5450002004924 北海道鷹栖町 山恵の鹿肉と鷹栖町産フルーツトマトを使用した加工品の開発、製造及び販売事業

北海道－４ 北宝堂株式会社 3430001050403 北海道小樽市 新たな物流と商流の構築による北海道産農産物の輸出事業

北海道－５ 浜塚製菓株式会社 4430001042580 北海道札幌市 北海道産小麦を活用した新しいかりんとうの開発・製造及び販売事業

東北－１ あおもり藍産業協同組合 6420005002316 青森県青森市 「あおもり藍」から抽出した機能性成分を使った商品による新たなブランド構築事業

東北－２ 有限会社サンマモルワイナリー 5420002019982 青森県むつ市
スチュ－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－３ 株式会社蔵王あすなろファーム 7370101002125 宮城県蔵王町
蔵王産カズザキヨモギを使用した機能性表示食品「蔵王産ヨモギ・いちじくゼ
リー」の開発及び販路開拓

東北－４ 須藤　勇一 － 宮城県登米市 土壌改良資材「リコ・ソイル」を活用したブランド農産物の商品化と販路開拓

東北－５ 株式会社草新舎 2370301002540 宮城県石巻市
鋭角・変形加工を可能にする新技法と大分県国東産七島藺による自然素材 デザイ
ン畳の開発・販路開拓事業

東北－６
株式会社東北農都共生総合研
究所

5370001022720 宮城県仙台市 小川原湖産モクズガニを活用した、調味オイル等の開発、製造及び販路開拓

東北－７ 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および業務用
食材キットの開発・販売事業

東北－８ 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－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 合資会社大和川酒造店 5380003001936 福島県喜多方市
高品質で飲みごたえのある本格派の発泡性日本酒『純米大吟醸活性うすにごり』の
開発と販路開拓

関東－１ 有限会社西倉西間堂 1030002118794 埼玉県深谷市 エディブルバラを活用した新たな和洋菓子の企画開発・製造・販売事業

関東－２ 株式会社ミールワークスフーズ 7010401118144 東京都目黒区 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－３ 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－４ 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－５ 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－６ 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－７ 株式会社隆澤 3020001088633 神奈川県横浜市 菊芋を使用した中華スイーツの開発、製造及び販売

関東－８ 株式会社ウオショク 9110001001382 新潟県新潟市 新潟の飼料用米で飼育した銘柄米豚の開発・ブランド化及び販売

関東－９ 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－１０ さくら茶屋 － 山梨県韮崎市 スイーツに適した桑の葉・桑の実の開発とそれを活用したスイーツの商品化

関東－１１ 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－１２ 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－１３ 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－１４ 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販路開拓

中部－１ 有限会社下出生花店 2200002025337 岐阜県高山市 ハンドメイド市場に向け押し花等生花加工品の製造・販売事業

中部－２ 山眞産業株式会社 9180001027520 愛知県名古屋市 カエデの葉を活用した「もみじのスイーツ素材」等の製造・販売事業

中部－３ 株式会社麸屋銀 2180301015891 愛知県高浜市 愛知県産小麦「きぬあかり」を原料とする麩を活用した焼き菓子等の製造・販売事業

中部－４ 株式会社米のキムラ 9180001057278 愛知県北名古屋市
岐阜県高山産コシヒカリの玄米を用いて作る加工食品「丸ごと玄米」の製造・販売事
業

近畿－１ お米農家のよこい - 滋賀県高島市 滋賀高島産の高品質にんにくを用いた燻製にんにく及びその加工品の開発・販売

近畿－２ 福島鰹株式会社 4130001022316 京都府京都市 京都産サワラ（サゴシ）を活用した全国初の煮干しだしの開発及び販売

近畿－３ 京都食品株式会社 4130001019436 京都府向日市 京の伝統野菜® を活用した業務用「冷凍おばんざい」の開発・販売

近畿－４ 株式会社飛行船スタイル 6120001119961 大阪府大阪市 吉野杉の大径木を活用した家具・インテリア商品、インテリア材の開発及び販売

近畿－５ 三和製菓株式会社 6150001000904 奈良県奈良市 北海道産本別町産黒豆を使用した和菓子の開発・製造・販売

中国－１
ブリリアントアソシエイツ株式会
社

7270001002706 鳥取県鳥取市 赤ビーツを原材料とする天然素材色のピンクを活かした食品開発と販路開拓

中国－２ 片山産業株式会社 2260001001829 岡山県岡山市 酒造好適米である岡山産雄町米を使った超高精白の酒米の開発、製造及び販売

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り衛生面に優れた食用牡蠣と牡蠣加工品の開発事業

四国－１ 有限会社藍色工房 3470002009865 香川県三木町 徳島県産藍を原料にした染毛料の開発・製造・販路開拓

平成２９年度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

四国－２ 株式会社泉源 8480001006957 徳島県牟岐町 未利用魚のウツボを活用した「粉末ダシ」と「魚醤」の開発・製造・販売

九州－１ 熊本畳表株式会社 9330001929195 熊本県八代市 シミになりにくい撥水機能などを備えたお手入れ簡単畳表の開発と製造販売

九州－２ 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開拓

九州－３ 株式会社地の塩社 7330001010289 熊本県山鹿市
地這支柱法で採水した清和糸瓜水（せいわいとうりすい）の基礎化粧品の開発・販
売

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 有限会社弦本農園 4320002021660 大分県中津市 ねぎ外葉を使ったねぎ挟み皮等の惣菜ブランドの開発、製造及び販売

九州－６ 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－７ 今村茶園 － 鹿児島霧島市
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の販路
開拓

沖縄－１ 株式会社がんじゅう 6360001009536 沖縄県読谷村 紅豚プラセンタなどを活用した新しい加工商品の開発と地元農家との連携

低未利用資源活用等農商工等連携支援事業（機械化・ＩＴ化事業）　【採択件数：４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 有限会社阿吽 2430002060996 北海道白老町
いわさきファームが肥育するブランド和牛「白老牛」の生産性向上のための クラウド
型肥育管理システムの開発・販売事業

北海道－２ 株式会社ビィーシステム 2430001024218 北海道札幌市 ドローン撮影による空中写真化と農地・森林調査用画像解析システム開発事業

北海道－３ 株式会社サングリン太陽園 3430001019225 北海道札幌市 小型無人航空機と地理情報システムを活用した農業サービスの開発・販売事業

九州－１ 株式会社果実堂テクノロジー 6330001023416 熊本県益城町
ＩＯＴの活用による高度な複合的自動環境制御・耐風雪圧設計の農業用高機能ハウ
スの開発

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：０件】

地域 補助事業者名 法人番号 所在地 事業テーマ


