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「地域産業資源活用事業計画」認定
～鳥取、島根、岡山、広島における取組みを支援～
当局は、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に
基づき、中小企業者から申請のあった以下の５件の地域産業資源活用事業計画について、
本日付で認定を行いました。
これにより、中国地域における認定件数は、１０９件となりました。
（鳥取県１１件、島根県２４件、岡山県３０件、広島県２３件、山口県２１件）
今回認定した地域産業資源活用事業計画
事業者名

法人番号

有限会社望湖楼
(鳥取県湯梨浜町）

法人番号 7270002010922

株式会社浅津苑
(鳥取県湯梨浜町)

法人番号 2270001005283

株式会社プレマスペース
(鳥取県湯梨浜町)

法人番号 5270001002757

合同会社 ippo
(鳥取県湯梨浜町)

法人番号 7270003000435

１

２

有限会社二幸
(島根県出雲市)

法人番号 8280002005821

株式会社タカラ
(岡山県岡山市)

法人番号 9260001004164

株式会社アイルテックタカラ
(岡山県岡山市)

法人番号 2470002018834

株式会社工房ガルボ
(岡山県岡山市)

法人番号 3260001004946

株式会社ジー・ジー企画
(岡山県岡山市)

法人番号 1260001005756

３

地域資源
［類型］
（地域）

事業名

･東郷湖
[観光資源]
(鳥取県湯梨浜
町)

東郷湖の湖周を舞台とする着
地型観光「ゆりはま Walking
Resort」の開発・販路開拓

･島根米
[農林水産物]
(島根県出雲市)

島根米を活用したライスバー
ガーの販売

･アパレル製品
（繊維製品）
[鉱工業品]
(岡山県岡山市)

商品企画からサンプル製作・
量産までを一貫提供する提案
型アパレル事業の展開

４

５

とびしま柑橘工房株式会社
(広島県呉市)

法人番号 6240001043613

よしの味噌株式会社
(広島市呉市)

法人番号 3240001026959

有限会社 muse
(広島県呉市)

法人番号 4240002035578

有限会社瀬戸鉄工
(広島県呉市)

法人番号 3240002035018

合名会社きたたに
(広島県呉市)

法人番号 9240003000056

有限会社桂馬商店
(広島県尾道市)

法人番号 4240002050494

･広島産レモン
[農林水産物]
(広島県呉市)

広島産レモンを活用した商品
開発及びブランド化事業

･かまぼこ
[鉱工業品]
(広島県尾道市)

尾道市の地域産業資源「かま
ぼこ」を活用した新ジャンル
商品「おのみちサルシッチャ」
の展開

【参考】
○今後、認定を受けた中小企業者は、以下の支援措置を受けることができます。
・試作品開発、販路拡大等に対する補助金（補助率３分の２）への応募
・政府系金融機関による低利融資
・信用保証枠の拡大
等

【問い合わせ先】
中国経済産業局産業部経営支援課
担当：長尾、腰本、有富
TEL：（０８２）２２４－５６５８（直通）

３類型
地域資源名
地 域

観光資源
東郷湖
鳥取県湯梨浜町

通巻番号
認定日
所管省庁

６－２７－００４
平成２８年２月３日
経済産業省、国土交通省

事業名：東郷湖の湖周を舞台とする着地型観光「ゆりはま Walking Resort」の
開発・販路開拓
所在地 ：
会社名 ：
（法人番号7270002010922） 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-25
有限会社望湖楼
（法人番号2270001005283） 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-74
株式会社浅津苑
株式会社プレマスペース （法人番号5270001002757） 鳥取県東伯郡湯梨浜町旭27
（法人番号7270003000435） 鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷573
合同会社ippo
連絡先 ： ＴＥＬ ： 0858-35-2221
（代表） ： ＦＡＸ ： 0858-35-2675
Ｈ Ｐ（代表） ： http://bokoro.com/

事業概要（地域産業資源の活用）
地域産業資源である「東郷湖」の湖周には、「ウォーキングコー
ス」、「東郷湖に泉源を有する温泉地」などがあり、この東郷湖の
湖周を舞台として、「ゆりはま Walking Resort」を統一コンセプト
に、湖周に立地する温泉旅館、ウォーキングをサポートするカフェ
等が連携して、「ウォーキング」と「温泉・食・アクティビティといった
多様な体験」を組み合わせた着地型体験観光の商品開発、販路
開拓に取り組む。
【東郷湖】
新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
着地型旅行の認知度の向上にともない、関心が高まりつつある
ウォーキングに関連する旅行商品の開発に取り組み、新たな市場
獲得を目指す。
◆需要の開拓の方針
ウォーキングに関心が高い中高年齢の元気なシニア予備層を 【東郷湖周でのウォーキング】
はじめ、旅行やアクティビティ、温泉、グルメ、スイーツ、ファッショ
ン等に関心の高い女性層、そして増えつつある訪日外国人旅行
者をターゲットとして需要開拓に取り組む。
◆商品の特性
日本で唯一の全日本ノルディック・ウォーク連盟公認コースであ
る「東郷湖を巡る道」と湖周の温泉旅館、足湯・公園等のアクティ
ビティ施設といった他には類のない地域の特徴を活かした着地型
体験観光ビジネス。
【はわい・東郷温泉】

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
湯梨浜町のふるさと名物応援宣言を通じた支援を得ながら、商工会を始めとする地域の諸
団体等の連携、協力関係を構築し「ゆりはま Walking Resort」として東郷湖のブランディング
を図る。

３類型
地域資源名
地 域

農林水産物
島根米
島根県出雲市

通巻番号
認定日
所管省庁

６ －２７－ ００５
平成２８年２月３日
農林水産省、経済産業省

事業名：島根米を活用したライスバーガーの販売
会社名：有限会社 二幸（法人番号8280002005821） 所在地：島根県出雲市大津町1698-8
Ｈ Ｐ： http://www.nikou-shop.jp/
連絡先：ＴＥＬ： 0853-23-1200
http://nikou.noomise.com/
ＦＡＸ： 0853-23-1201
事業概要（地域産業資源の活用）
地域産業資源「島根米」の基幹品種・コシヒカリの特徴である
「炊き上がりが軟らかく、冷めても食味が変わらないこと」を活か
して、冷凍流通可能なライスバーガーを製造・販売していく。
主に出雲大社など観光地界隈の店舗で販売をするほか、ネッ
ト販売、催事販売にも取り組む。既存の地域の名物よりも認知
度は低いものの、真新しさや食べ歩きが可であることから差別
化でき、一定の市場を確保することが期待でき、新たな需要を
開拓していく。
【店舗外観】
新たな需要開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
出雲大社近隣の自社店舗でのテストマーケティング調査によ
ると、本事業の商品は「国産の地域食材に関心がある」「旅先で
歩きながら食べられるお手軽な商品がほしい」といったニーズを
満たす商品であり、観光地での需要が見込まれる。
◆需要開拓の方針
自社店舗である出雲大社店及び東京「浅草寺」近隣に平成
27年12月に開店した浅草店等を主要な販売チャネルとして、
主に観光客・地域の食材に関心がある方に販売していく。
◆商品の特性
地域産業資源「島根米」を用いたライスプレートの他、具材に
は、島根県産の黒毛和牛A4・A5ランクの肉を使用しているなど
他の競合品、類似品と比べても競争力がある。
地域を挙げた取組と関係事業者等との連携
島根米の安定的な供給を受けるため、既存・新規の契約農家
の連携強化・開拓をおこなう。また商品に使用する島根県産の
食材を確保していくため、地元農家などの原料調達先との連携
を図る。具材などの加工に関しては、地域における加工業者と
の連携を図る。

【製造工程】

【商品】

３類型
地域資源名
地 域

鉱工業品

通巻番号

アパレル製品（繊維製品）
岡山県全域

認定日
所管省庁

６－２７－００６
平成２８年２月３日
経済産業省

事業名：商品企画からサンプル製作・量産までを一貫提供する提案型アパレル
事業の展開
会社名：
株式会社タカラ
（法人番号9260001004164）
株式会社アイルテックタカラ （法人番号2470002018834）
株式会社工房ガルボ
（法人番号3260001004946）
株式会社ジー・ジー企画
（法人番号1260001005756）
連絡先：ＴＥＬ：０８６－２３２－３１８１
（代表） ＦＡＸ：０８６－２２６－０２１４

所在地：
岡山県岡山市北区蕃山町４－５
岡山県岡山市北区蕃山町４－５
岡山県岡山市北区蕃山町４－５
岡山県岡山市北区蕃山町４－５
Ｈ Ｐ（代表）：
http://www.takaragroup.co.jp/

事業概要（地域産業資源の活用）
本事業では、グループが有する企画力・技術力・サービスを総合的に活用
し、ファッション衣料の企画から量産までを一貫提供するＡとＢ、２つのプログ
ラムを行うことで新規の需要開拓・ブランディングを実現する。
岡山県で百数十年の歴史を有するアパレル製品の技術やノウハウをもと
に “日本人による日本製のものづくり”を行い、「岡山県のアパレル製品」の
ブランド力を高めるとともに認知度を高めることで、地域の他の繊維産業へ
の波及効果が期待される。
Ａ：アパレルのイメージ・コンセプトを実現するサンプルの企画・提供及び量産
Ｂ：イージーオーダータイプのサンプル開発・提供及び量産

【デザイン】
新たな需要開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
ファッション業界は分業生産体制が多く、当社も主力は受注生産であ
るが、グループ会社のアパレル生産における、素材・企画・パターン技
術・縫製技術・大手アパレルとのネットワークを結集することによる提案
力は取引先ニーズに合致するものであり、市場性がある。
◆需要の開拓の方針
既存取引先へのＰＲの他、日本ファッション・ウイーク機構や欧米の高
級ブランドのサンプル製作を請負う事業者と連携し、高級ブランドへの提
案営業を展開する。
◆商品の特性
本事業は日本の縫製技術をベースに、企画力とネットワークを活用し
たＯＤＭ（ｵﾘｼﾞﾅﾙ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ）事業であり、付加価値向上を
図るものである。

【工業用パターン】

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者との連携
商品の企画・サンプル製造・量産品生産を行うグループ内の連携にとど
まらず、国内の素材生産事業者、アメリカを拠点とするサンプル製作会社、
日本ファッション・ウイーク機構との連携により、ブランド力の向上を図る。

【サンプル完成品】

３類型

農林水産物

通巻番号

地域資源名

広島産レモン

認定日

地 域

広島県呉市

所管省庁

６－２７－００７
平成２８年２月３日
農林水産省、経済産業省

事業名：広島産レモンを活用した商品開発及びブランド化事業
会社名 ：
所在地 ：
とびしま柑橘工房株式会社 （法人番号6240001043613）
広島県呉市川尻町西5-1-5
よしの味噌株式会社
広島県呉市吉浦本町3-2-20
（法人番号3240001026959）
有限会社muse
広島県呉市本通5-7-17
（法人番号4240002035578）
有限会社瀬戸鉄工
広島県呉市川尻町上畑1068-4
（法人番号3240002035018）
合名会社きたたに
広島県呉市豊浜町豊島3554-4
（法人番号9240003000056）
連絡先 ： ＴＥＬ ： 0823-87-6111
Ｈ Ｐ（代表） ： http://tobishima.hiroshima.jp/
（代表） ＦＡＸ ： 0823-87-6112

事業概要（地域産業資源の活用）
本事業では、広島産レモンの果実から果汁、果皮まで、レモン
を丸ごと使った食品及び雑貨類を開発し、異なる強みを持った
複数の企業で連携し、テーマやストーリー性、パッケージなどに
統一感を持たせて、地域の特産品としてのブランド化を図ってい
く。連携して取り組むことで、「広島産レモン」の認知度が高まり、
地域の他の中小企業者や、柑橘農家への波及効果が期待され
る。

【広島産レモン】

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
国内産レモンは、果皮を中心に加工用の需要が伸びており、
全国で最も生産量の多い広島産レモンはその受け皿になる。
◆需要の開拓の方針
広島産レモンは注目が高まっており、レモン関連商品を好む都
市部の女性をメインターゲットとし、都市部の百貨店や量販店
ルートでの新たな需要開拓を行う。
◆商品の特性
皮まで利用できるという特徴があるので、輸入レモンを原料とし
て製造されるレモン加工品と比べて、安全面で優位である。また、
各社がそれぞれの強みを活かした統一感のある新商品を開発
することから、本事業の製品は、他の競合品、類似品と比べても
競争力がある。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
「広島産レモン」の安定供給の観点から、地域の農家との連携
体制を構築する。また、地元の商工会に支援を仰ぎつつ、地域
を挙げてブランド化に取り組み、小売事業者など域外への販路
支援、商品開発への助言に対する協力も得ている。

【レモン加工品】

【店舗外観】

３類型

鉱工業品

通巻番号

地域資源名

かまぼこ

認定日

地 域

広島県尾道市

所管省庁

６－２７－００８
平成２８年２月３日
農林水産省、経済産業省

事業名：尾道市の地域産業資源「かまぼこ」を活用した新ジャンル商品「おのみ
ちサルシッチャ」の展開
会社名：有限会社 桂馬商店（法人番号4240002050494） 所在地：広島県尾道市土堂1-9-3
連絡先：ＴＥＬ： 0848-25-2490
Ｈ Ｐ：
http://keima-kamaboko.com/
ＦＡＸ： 0848-25-2983
事業概要（地域産業資源の活用）
広島県尾道市の地域産業資源「かまぼこ」の「瀬戸内で水揚げ
された新鮮な鮮魚を原料にしていること」「石臼を使った昔ながら
の製造工程を続けていること」「天然に存在しない合成添加物を
使用していないこと」などを活かし、また、創業100年を超える事
業活動で培ったノウハウを活かして、ソーセージ型洋風かまぼこ
「おのみちサルシッチャ」を開発し、従来の和のかまぼことは異な
る新たな顧客の獲得を図る。この取り組みで「かまぼこ」の認知度
向上、地域の製造メーカーや小売業への波及効果が期待される。 【おのみちサルシッチャ】
新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
かまぼこを含む水産練り製品の需要は縮小傾向であること
から、カテゴリーの異なる加工肉やおつまみの市場にアプ
ローチできる商品を開発し、魚の持つヘルシーなイメージを訴
求することで、新たな市場獲得を目指す。
◆需要の開拓の方針
従来とは異なる若年層や、子供に魚を食べさせたい母親など、
都市部に住む自然派の食品を好む顧客の獲得を目指す。
◆商品の特性
従来商品は、販売期限が短いことから、直営店中心の販売
であったが、新商品は冷蔵や冷凍により、販売期限が長くな
るため、県内外の都市部へのアプローチが可能となる。老舗
の技術と信頼を活かし、市場ニーズやバイヤーニーズにマッ
チした自然派志向の多様な商品の開発を目指していく。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
地域産業資源「かまぼこ」の原料魚の安定供給の観点から、
地域の水産事業者などとの連携体制を構築する。また、地元の
商工会議所に支援を仰ぎつつ、尾道市の新たな名物商品として
のブランド化に取り組んでいく。

【従来の商品】

【店舗外観】

中小企業地域資源活用促進法に基づく支援（制度概要）
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律
[経済産業省、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省]
（平成１９年５月１１日公布、同６月２９日施行）

地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針の策定（第３条）・・・主務大臣

基本方針に基づき地域資源の指定（第４条）・・・都道府県知事
公表（ＨＰ等19.9.3～）

中小企業者が
『地域資源活用事業計画』を作成

○○県
地域資源

外部評価

国の認定
中国地方の地域産業
資源数１，３２８件

（第６条）
支援措置

○試作品開発、販路拡大等に対する補助金（補助率３分の２）への応募
○政府系金融機関による低利融資
○信用保証枠の拡大
等

採択評価

