
地域資源活用事業計画認定案件＇鳥取県（＇認定件数９件（

青谷和紙㈱＇鳥取市（

世界で初めて確立した「立体和紙抄紙」技術
を活かし、継ぎ目がなく均一に漉かれた自由
曲線を持つランプシェードを開発。この技術を
更に発展させ、現在のライフスタイルにとけ込
む新たな照明器具を商品化し、販路拡大に取
り組む。
＇活用する地域資源：因州和紙（

反りのない杉製の薄板を製造する独自技術
を活かして地元産「智頭杉」を使った家庭向
けオーダーメイドのブラインドの全国展開と
家具インテリアの商品化、販路拡大に取り
組む。
＇活用する地域資源：智頭杉（

㈱サカモト＇智頭町（

中井酒造㈱＇倉吉市（

有機栽培による酒造好適米＇山田錦（を原料
として、全国的にも取組みが始まって間もな
い有機認定酒を開発し、販路開拓のため国
内外の展示会への出展等に取り組む。
＇活用する地域資源：鳥取の日本酒（

鳥取市

智頭町

トリゴネリンを多く含んだ「トリゴネコーヒー」のパブリ
シティ活動を積極的に展開し、域外への販路開拓を
行うとともに、「トリゴネ」ブランドの関連商品の新規
開発を行いブランド戦略を確立していく。
＇活用する地域資源：氷温食品、コーヒー（

＇株（澤井珈琲＇境港市（

＇株（海産物のきむらや＇境港市（
当社独自のろ過技術によりもずくから抽出した高分子
フコイダンを精製し商品化した「シーアルガ エフ」の販
路拡大とブランド戦略に取り組む。
＇活用する地域資源：もずくから抽出されるフコイダン（

アジの加工副産物＇中落ちとハラス（の有効活用に
よる「魚肉煉り製品」の開発・商品化および「アジ・
フィレー」の海外市場への販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：アジの加工品（

＇株（オーク＇境港市（

倉吉市

境港市

＇合（皆生未来開発＇米子市（

「脂肪燃焼入浴法」「中カロリー会席料理」「現地発着
ツアー」を組み合わせた新商品「スリミングステイ」を
完成させ国内観光需要をターゲットに販路開拓に取
り組む。
＇活用する地域資源：皆生温泉)

米子市

＇株（ダイマツ＇米子市（

「あじのまろやか甘酢」及び同商品をベースに開発
した「まろやか甘酢」商品シリーズの販路の開拓、
商品開発に取り組む。
＇活用する地域資源：氷温食品（

梅津酒造(有)＇北栄町（
特別栽培された「山田錦」で仕込んだ日本酒に完
熟梅を２年以上漬け込み熟成させた良熟梅酒の
販路拡大に取り組む。更に、梅酒用日本酒を「生も
とづくり」により製造したものや漬け込んだ梅果実
を粉砕・搾汁した新タイプの梅酒を開発し、販路開
拓を図る。
＇活用する地域資源：鳥取の日本酒（

北栄町

※黒字で記載した企業は、現在認定事業計画実施中です。
青地で記載した企業は、認定事業計画の期間を終了しました。



松江市

地域資源活用事業計画認定案件＇島根県（＇認定件数１４件（

島根県が生産量日本一の「西条柿」から開発した
「柿酢」の販路拡大。

素材と製法にこだわり、添加物を一切使わない商
品作りにより、高付加価値と安全性の高い商品と
してブランド力を高めていく。
＇活用する地域資源：西条柿（

日本海酒造㈱＇浜田市（

伝統の八雲塗りの技を活かした万年筆用品＇万
年筆置きの丸溝トレイや漆塗スタンドなど（の販
路拡大を目指すとともに、八雲塗りの高級感を有
する新たな商品開発を進める。
＇活用する地域資源：八雲塗りの技術（

有機ＪＡＳ認定の下で栽培された桑を活用して、
安全・安心な加工食品を消費者向け＇一部ＯＥＭ（
に提供し、桜江の「桑」商品のブランド力を高める。

桑茶、桑塩等の既存商品に加え、ペットボトル飲
料や菓子類等の商品化に取り組む。
＇活用する地域資源：桑（

㈲桜江町桑茶生産組合など＇江津市（

島根のバラ「さ姫」を活用した新商品開発と販路拡
大に取り組む。

具体的には、香り豊かな「さ姫」を活用したローズ
ウォーターやローズシロップ等の商品化を行う。
＇活用する地域資源：バラ（

一宮酒造㈲、さんべ食品工業(株)＇大田市（

＇株（かみありづき＇出雲市（
「出雲地方の特産品のひとつである「西浜いも＇さつまい
も（」と県内企業が開発した氷感技術を活用し、新商品
＇①いもスティック②いもがゆ③おから入りクッキー（の開
発を行い、西浜いものブランドブランド化と需要開拓に取
り組む。＇活用する地域資源：西浜いも（

㈱山本漆器店＇松江市（ ＇株（ふるさと海士＇海士町（

海士町

マーケティング調査等を行い、既存商品の改良、隠岐・海
士町の歴史背景を考慮した地域性、物語性のあるパッ
ケージングの改善や新たな加工商品の開発を進め、隠
岐・海士町ならではの本物の素材と味をまるごとお届けす
る思いを込めた「隠岐・海士 島風便」ブランドの確立を目
指す。＇活用する地域資源：ケンサキイカ、隠岐のいわがき、
海士のいわがき「春香」（

＇株（河村食材＇出雲市（

常温で生のうまみが味わえる大和しじみの加工
食品の販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：しじみ（

天然素材を使った手作り感覚のぬくもりのある衣
服・服飾雑貨を、団塊ジュニアとその家族向けに
「根々 ねね」ブランドとして販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：天然素材衣服、天然素材
服飾雑貨（

＇株（石見銀山生活文化研究所＇大田市（

(有)奥出雲葡萄園＇雲南市（
ヤマブドウの交配品種「小公子」を使用したワインブラ
ンドの確立を目指し、現状のスタンダードワインに加え、
プレミアムワイン、デザートワイン、スパークリングワイ
ンの開発・改良および販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：ワイン（

大田市

出雲市

浜田市

江津市

(有)三和農産＇出雲市（

緑茶浸漬製法による有機米の発芽玄米加工
品等の開発・販路拡大を行う。
＇活用する地域資源：島根米（

奥出雲町

雲南市

＇有（ 岩﨑目立加工所＇大田市（

製材のコストダウン、製材品の品質を向上
させる世界初装着式挿し刃帯鋸ビジネス
の展開
＇活用する地域資源：特殊鋼製品（

＇有（井上醤油店＇奥出雲町（
醤油作りで用いられる製麹技術を使
用し、米麹で製造する甘酒を調味用
用として開発。高級惣菜向け加工調
味料等として販路開拓を行う。
＇活用する地域資源：醤油（

㈲古代柱醤油醸造元＇出雲市（

出雲醤油をベースにした、和風ソース、お吸い
物の素、だし醤油など醤油加工品の製造、販売
を行う。＇活用する地域資源：醤油（

＇株（和田珍味＇大田市（

魚の一夜干しの技術を用いたイカや白身
魚・青魚などの柔らか海産物燻製シリ
ーズの開発・製造・販路開拓を行う。
＇活用する地域資源：魚の一夜干し（

※黒字で記載した企業は、現在認定事業計画実施中です。
青地で記載した企業は、認定事業計画の期間を終了しました。



美咲町

岡山市

津山市

地域資源活用事業計画認定案件＇岡山県（＇認定案件２２件（

岡山産「黒大豆」を活用したクエン酸飲料の
販売促進およびフリーズドライ味噌汁の開発
事業 ＇活用する地域資源：黒大豆（

キミセ醤油㈱＇岡山市（

我が社固有の高級畳縁の製造技術を活かした新
たな事業分野への展開＇新商品の開発と販路開
拓（＇活用する地域資源：繊維製品の製造技術（

高田織物㈱＇倉敷市（

国産ジーンズ発祥の地 倉敷市児島で生まれた
「倉敷オーダージーンズ」の全国展開
＇活用する地域資源：繊維製品の製造技術（

㈱ベティスミス＇倉敷市（

棚田を地域資源として活用し、癒しを提
供する美咲町農村体験プログラム事業。
＇活用する地域資源：棚田（

美咲ファイネスト㈱＇岡山県美咲町（

ひるぜんワイン＇有（＇真庭市（
地域資源であるブドウ＇ヤマブドウ及びピオー
ネ（を原料とするワイン、ジュース、ジャム等の開
発及び販路開拓＇活用する地域資源：ぶどう（

蒜山ジャージー牛乳を１００％使用したこだわり
乳製品の開発及び販路開拓

＇活用する地域資源：蒜山ジャージー牛乳、蒜山
ジャージー乳製品（

蒜山酪農農業協同組合＇真庭市（

真庭市

独自素材ブラックシリカ練り込み繊維『ＢＳファ
イン』の用途開発と販路開拓事業
＇活用する地域資源：繊維製品の製造技術（

加茂繊維㈱＇津山市（

日本綿布㈱＇井原市（

三石耐火煉瓦㈱＇備前市（

備前市

井原市

世界初のグラデーションデニム・ファイバーに
よる高付加価値デニム生地の製造販売
＇活用する地域資源：繊維製品の製造技術（

建築用耐火れんがを使用した「れんがハ
ウス、リフォーム等」の建築事業の販路
開拓＇活用する地域資源：耐火物製品（

ユニフォーム製造技術やノウハウを活用した、機能性、
耐久性等を備えたファッション性が高くかつバリエーョ
ン豊富な「快適仕事服＇オフィスファッションウエア（」の
製造販売事業 ＇活用する地域資源：アパレル製品（

アンドウィッシュ＇株（＇岡山市（

季節ごとの仕込みが可能な酒造法「菩提もと造り」による、
季節の催事「勝山のひな祭り」、「勝山けんか祭り」等に因
んだ、味わいの異なる清酒の製造・販売＇活用する地域資
源：岡山県産米、岡山の清酒（

＇株（辻本店＇真庭市（

タカラ産業㈱＇津山市（
「おかやま地どり」に乾燥杜仲葉を与え、食
味を改良した「びっくり＇美っ作り（杜仲地ど
り」ブランドの商品展開＇新商品開発・改良（
と販路拡大
＇活用する地域資源：おかやま地どり（

利守酒造＇株（＇赤磐市（
地域資源“雄町米”を使用した純米酒と地元産
の梅を原料にした和の自然派リキュール「自然
派微糖梅酒＇仮称（」の開発及び海外市場の販
路開拓
＇活用する地域資源：岡山県産米、岡山の清酒（

赤磐市

倉敷市

岡山県勝英地域で採れる大粒の黒大豆「作州黒」を
使用した新食感和せんべい菓子「どらせん」の開発
及び販路開拓 ＇活用する地域資源：黒大豆（

＇株（鈴木屋＇岡山市（

美作材を使用した高品質で安全性の高い
高級住宅向けのドアユニット等の開発と
販路拡大
＇活用する地域資源：美作材の製材技術（

㈱イマガワ＇津山市（

室町酒造＇株（＇赤磐市（

｢岡山の清酒｣を活用したリキュール商品の開
発及び販路開拓
＇活用する地域資源：岡山の清酒（

㈱かぐらや＇倉敷市（

畳縁を材料に使用したおしゃれでファッション性
の高い「かぐらやバッグ」の開発および販路開
拓＇活用する地域資源：アパレル製品（

豊和(株)＇倉敷市（
化学薬品を一切使用しない特許製法による草
木染めの開発及び繊維製品の販路開拓

＇活用する地域資源：糸、繊維生地、アパレル
製品（

瀬戸内市

丸本酒造㈱＇浅口市（
海外の有機認証を取得した「純国産有機
＇オーガニック（日本酒」の製造及び販路開拓
＇活用する地域資源：米＇おかやま有機無農
薬農産物（、岡山の清酒（

横山製網㈱＇瀬戸内市（

製網技術を活用した海苔の色落ち防止に有
効な海苔養殖用施肥具の開発及び販路開拓
＇活用する地域資源：網＇繊維製品（

浅口市

㈱木の里工房 木薫＇西粟倉村（
「森からこどもの笑顔」をキーワードに、美
作材による大型木製遊具・保育家具等の商
品開発及び販路開拓
＇活用する地域資源：美作材（

西粟倉村

(有)馬野＇岡山市（

衣料リフォーム技術を活用した立体縫製による
ジャストフィットジーンズ ＇仮称（の開発及び販
路開拓＇活用する地域資源：アパレル製品（

※黒字で記載した企業は、現在認定事業計画実施中です。
青地で記載した企業は、認定事業計画の期間を終了しました。
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熊野町

府中市

福山市

地域資源活用事業計画認定案件＇広島県（＇認定案件１６件（

熊野筆の製造技術を活かした新たな用途開発として
歯科技工用ブラシ、ネールアーチスト用ブラシを開発
するほか、環境に配慮した環境配慮型＇分解可能（
ブラシ等を開発し、販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（

㈲瑞穂＇熊野町（

全国のペット飼育者をターゲットに、「世界にひとつだけ」
の商品として、ペットの毛を使用した小物グッズ＇携帯用
ストラップ等（の製造と販売体制を確立し、事業化を図る。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（

㈲竹田ブラシ製作所＇熊野町（
「いつでもどこでも利用できる利便性」「安心・安全・衛生
的」をコンセプトにした携帯用化粧ブラシの改良と販路
拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（

博雲堂＇熊野町（

府中味噌組合の味噌製造３社が、各々の固有技
術を活かした商品開発・販路拡大を行う。

「１００％有機味噌」や「フリーズドライ製品」の商
品化等に取り組む。
＇活用する地域資源：府中味噌造りの技術（

金光味噌㈱ほか＇府中市（
㈱藤田画筆製作所＇熊野町（

高品質原毛を使用し、熊野筆の穂先作りの技術を活
かした、今までにない、使い心地が良く、外国製商品
と比べて比較的安価に購入できる「和洋混合水彩絵
筆」を開発、国内外の販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（

ペリーも飲んだリキュール「保命酒」を活用した新商品の
開発と販路開拓。また世界遺産にも指定された石見銀
山のお土産としても改良し、その商品化に取り組む。
＇活用する地域資源：保命酒製造技術（

㈱岡本亀太郎本店＇福山市（

㈱ユアーズエージェント＇府中市（
広島県府中市は古くから産業機械、繊維工業等が
集積する産業都市として発展を遂げてきた。これら
の産業集積を活かした「ものづくり産業観光ツ
アー」を商品化し、新しい観光商品として展開、観
光客の集客を図る。 ＇活用する地域資源：府中市
の産業観光関連工場（

熊野の筆の技術を使い、産まれて初めてカットした「Ｆｉ
ｒｓｔ Ｈａｉｒ」をデザイン性高く仕上げ、インテリアとして、
いつまでも身近に置ける商品の開発に取り組む。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（（

㈱丹精堂＇熊野町（
男性向け「洗顔ブラシ」「洗髪ブラシ」、子供向け「洗
顔ブラシ」を皮膚科の専門医にアドバイスを受け開
発し、販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：熊野筆を製造する技術（

㈱穂乃伊堂＇熊野町（

宮島の伝説と大野瀬戸の名産品「牡蠣・あな
ご・あさり・黒鯛」を組み合わせることで新商品
を開発し、販路拡大に取り組む。

＇活用する地域資源：あなご・あさり、広島産か
き、クロダイ（

＇株（Ａ＆Ｃ＇廿日市市（

廿日市市

広島市

チューリップ＇株（＇広島市（
広島の針製造技術を活用し、高品質な「高級キ
ルティング針・高級ビーズ針・フェルト針」、簡単
に糸が通せる「オートスレーダー」、「電子部品
用精密針」を開発、改良、販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：針（

丸徳海苔＇株（＇広島市（
広島の海苔加工の技術を活用し、「わさび海苔」
を始めとする「ご当地味付け海苔」を開発し、販
路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：海苔（

川中醤油＇株（＇広島市（

呉市

広島産醤油の特徴「強い旨み」を活かし、低カロ
リーの 「ノンオイルドレッシング」と個性的な「だ
し醤油」開発に取り組む。
＇活用する地域資源：醤油（

自動車部品を製造する技術の一つである
「プレス加工」の技術を活用し、「穀物」「野菜
類」「魚介類」を加工した「高付加価値の簡
便食品」の開発及び販売に取り組む。
＇活用する地域資源：自動車部品（

(有)瀬戸鉄工＇呉市（

松岡家具製造㈱＇府中市（
「府中家具」の特徴的技術である「塗装」、
「素材」、「加工」の良さを活かし、海外富裕
層をターゲットとした高級家具と関連商品を
開発・販売する。 ＇活用する地域資源：府
中家具（

㈱坪川毛筆刷毛製作所

川尻筆の技術を活用した、画期的な扱い易
さと書き易さを持つ「形態安定小筆」の開発、
販売事業に取り組む。
＇活用する地域資源：川尻筆（

※黒字で記載した企業は、現在認定事業計画実施中です。
青地で記載した企業は、認定事業計画の期間を終了しました。



山口市

萩市

下関市 宇部市

地域資源活用事業計画認定案件＇山口県（＇認定案件１４件（

水揚げ高日本一のあんこうを素材とした新商品
＇味噌スープ、辛子漬、パテ、蒲鉾（の開発と販路
拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：あんこう（

湯田温泉の活性化、集客力の強化を目的と
して「湯田温泉オリジナルブランドの構築」事
業を展開する。具体的には、長期滞在者向け
の滞在ツアーの開発に取り組む。 ＇活用す
る地域資源：湯田温泉（

湯田温泉旅館協同組合＇山口市（

㈱柚子屋本店＇萩市（

(株)蟹屋＇下関市（

「天然国産真フグ」の特徴を活かした「本場
下関直送“天然国産真フグ”セット商品」を開
発、販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：ふぐ（

夏みかんに橙をブレンドした無添加・健康飲
料「飲む橙酢」の商品改良と販路開拓に取
り組む。
＇活用する地域資源：夏みかん（

㈱山口茶業＇宇部市（

小野茶を活用した新商品「緑茶葉石鹸」、「小
野茶入緑茶菓子」の開発と販路開拓に取り
組む。
＇活用する地域資源：小野のお茶（

ＴＡＫＥ Ｃｒｅａｔｅ Ｈａｇｉ＇株（＇萩市（

「萩の竹」は堅く粘りがあるという特性があり、それらを
活かしたこれまでにない高いデザイン性を持つ竹製高
級家具の開発および販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：萩の竹（

岩国市

錦町農産加工＇株（＇岩国市（

コンニャクの特性を活かした健康志向食品
を開発し、全国への販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：コンニャク（

(株)シマヤ＇周南市（
風味調味料の製造で培ってきた生産技術を活
用し、地元「山口」にこだわった商品開発に取
り組むとともに、「ぶちうまいシリーズ」ブランド
の確立・定着に取り組む。
＇活用する地域資源：風味調味料（

周南市

萩ガラス工房㈲＇萩市（
萩の観光産業の活性化、集客力の強化を
目的として「萩ガラス」を復活させ、全国に
歴史文化と共に発信することで、観光地と
しての魅力を高める。
＇活用する地域資源：萩まちじゅう博物館（

㈱なかしん＇美祢市（
山口県産米「晴るる」、山口県産大豆「サチユ
タカ」、美祢市産「美東ごぼう」を使用したこれ
までにない新しいコロッケ「はなえるコロッケ」
シリーズの商品開発及び販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：晴るる、サチユタカ、美
東ごぼう（

美祢市

㈲ビーイン・ミュージアム＇下関市（

(株)ライフ＇山口市（

「萩焼」の製造技術を活用した香りと灯りを
テーマにした芸術性豊かな香炉に「白金触
媒」による空気清浄機能を付加した、これま
でにない香炉“リュース”を開発・商品化し、国
内および海外への販路拡大を目指す。
＇活用する地域資源：萩焼（

(株)河久＇下関市（

トラフグの皮を活用したコラーゲンたっぷりの
「美肌とらふぐスープ」や「トラフグ関連商品」
の開発及び販路拡大に取り組む。
＇活用する地域資源：ふぐ（

＇有（萩陶苑＇萩市（
「萩焼」の風合いを活かした実用的な高強
度・低吸水性陶器の商品開発及び販路拡
大に取り組む。
＇活用する地域資源：萩焼（

ヤマカ醤油㈱＇下関市（
下関市の地域産業資源を活用した「ふく魚
醤」「くじら醤油」「うに魚醤」や「関連商品」な
どの開発及び販路開拓に取り組む。
＇活用する地域資源：ふぐ、クジラ、下関うに（

※黒字で記載した企業は、現在認定事業計画実施中です。
青地で記載した企業は、認定事業計画の期間を終了しました。

http://koufuku-club.shop-pro.jp/?pid=2538949

