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有限会社余湖農園 北海道 恵庭市

株式会社ＭＯＶＥ 北海道 札幌市

株式会社中村醸造元 青森県
南津軽郡
藤崎町

株式会社黄金崎農場 青森県
西津軽郡
深浦町

株式会社淡路製粉 秋田県 潟上市

平野　久悦 秋田県 潟上市

合名会社大木代吉本店 福島県
西白河郡
矢吹町

農業生産法人有限会社白河園芸総
合センター

福島県 白河市

有限会社峰の雪酒造場 福島県 喜多方市

有限会社ハニー松本 福島県 会津若松市

有限会社菜香や 茨城県 筑西市

国松農園、有限会社カワスミ 茨城県 筑西市

株式会社大麦工房ロア 栃木県 足利市

長谷川農場 栃木県 足利市

笠原産業株式会社 栃木県 足利市

早乙女　正司、渡辺　正行 栃木県
下都賀郡
藤岡町

有限会社尾瀬ドーフ 群馬県 利根郡片品村

高山　庫一 群馬県 利根郡片品村

8
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№

1

2

3

減農薬で育てた群馬片品村の「大白大豆」を丸ごと使った（おか
らを出さない）豆腐の開発・販売

片品村特産の大白大豆を使った豆腐は、既存の豆腐と比べて、甘みが強い。本
事業では、減農薬で栽培した大白大豆を丸ごと使った、おからを出さない豆腐を
開発・販売する。同時に、勢多農林高校が中心になって品種改良した大白大豆
の栽培に取り組むなど生産拡大を図る。

12月16日

12月16日
粘弾性を最大限に引き出す農法と製粉の工夫による「もちもち
感」のある小麦粉の製造販売

粘弾性向上のため播種量、施肥量調整、麦踏みなどを工夫した小麦と、製粉技
術(最適な加水・寝かし・挽砕)を組み合わせることにより、うどんの素材に最適の
「コシともちもち感」ある小麦粉を実現。従来、小麦業界では実現ができなかった
トレーサビリティにも取り組む。

栃木県産の二条大麦を使用して、ＧＡＢＡを効果的に発生させた
「はったいこ麦茶」の開発と販売

ＧＡＢＡ成分を多く含む二条大麦の品種を長谷川農場が生産。㈱大麦工房ロア
は、栃木県産業技術センター等と共同で取り組んでいる「二条大麦茶のＧＡＢＡ
成分富化技術」と独自の焙煎技術によりＧＡＢＡ成分を大量に含んだ｢はったいこ
麦茶｣を製造・販売。

12月16日

12月16日
伝統野菜の復活！！栄養抜群、安心安全の究極の漬物開発と
販売

見た目や日持ちが悪く、市場に出回らなくなった伝統野菜（歯ごたえの良いブ
ルーム胡瓜、甘みの強い新理想白菜等）を使い、野菜本来の美味しさが味わえ
る漬物を開発。商品鮮度を守るため、受注製造・販売を行う頒布会取引の仕組
みも展開する。

会津産栃の木の蜂蜜による国産ミード酒（蜂蜜酒）Aizu Meadの
開発とブランディング

ハニー松本の、標高600-800mに自然樹生する栃の木から集める｢濃度の高い朝
絞り蜂蜜｣を使い、㈲峰の雪酒造場の醸造における、独自の製造技術(醸造、ろ
過、風味制御技術) により、｢会津産栃の木の蜂蜜を原料としたミード酒（蜂蜜を
原料とする醸造酒）」を製造し、「日本のミードブランド　Aizu Mead(仮称)｣の確立
を目指す。

11月28日

11月28日
一品二役｢旨み｣と｢甘味｣を併せ持つ｢超甘口料理酒｣の開発・販
売と料理酒ブランドの確立

有限会社白河園芸総合センターが、完全なトレーサビリティによって栽培・収穫さ
れるオオチカラ及びめばえもちを生産。この２品種の発芽玄米(通常米よりGABA
含むアミノ酸含有量2.5倍)を使い、人工添加物を用いず、発芽玄米の醗酵醸造で
旨味と甘味の成分を含有する、｢料理酒の旨み｣と｢本みりんの甘味｣を兼ね備え
た、一品二役の超甘口料理酒を、開発・販売すると共に、料理酒分野でのブラン
ドの確立を目指す。

秋田県産新規需要米を使った用途別米粉の開発と販路開拓

平野久悦が有する土木技術を活用した圃場整備、土壌改良によって低コストで
生産される新規需要米を使用し、㈱淡路製粉が有する湿式微粒粉技術を活かし
て、用途別に最適な米粉（ライスパウダー）の開発、生産を行う。また、連携参加
者による新規需要米の生産拡大、米粉の用途開発などと併せて、米粉の販路開
拓を行う。

11月28日

11月28日
醸造蔵より半径５０マイル(80km)以内で収穫された小麦・大豆を
使用した本格醤油の開発

㈱黄金崎農場の経営資源である、約500ヘクタールにもおよぶ農地、土壌改良等
から安心安全な作物を作る農業技術などにより、醸造元から半径５０マイル以内
で生産される大豆・小麦から、㈱中村醸造元の経営資源である、特殊な醤油発
酵技術（清酒一級技能士を持つ清酒杜氏が造る、清酒レベルのきめ細かい管理
で独自の吟選六段仕込みよる醤油造り）、醤油醸造設備（60万ℓ.／年間）を駆使
し、品質の高い醤油を開発・生産する。

特別栽培農産物にこだわった大豆粉入りラーメンの開発

㈱ＭＯＶＥは、麺の原材料に㈲余湖農園が特別栽培する小麦と大豆を用いたう
えで、特別栽培野菜をフリーズドライ化して具材として加え、「北海道産原材料１
００％」「生産者の顔が見えて安心」「大豆粉を配合させることにより弾力と食感が
よい」といった特徴を持つ生ラーメンを開発・販売する。

11月28日

市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日
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№ 市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日

永井酒造株式会社 群馬県 利根郡川場村

戸部　正紀 群馬県 利根郡川場村

株式会社ヤマキ 埼玉県 児玉郡神川町

有限会社豆太郎 埼玉県 児玉郡神川町

株式会社アライ 埼玉県 川口市

高橋農園 埼玉県 入間郡三芳町

有限会社葉っぱや 千葉県 市原市

葉っぱや協同組合 千葉県 市原市

創輝株式会社 東京都 八王子市

谷津農園 東京都 八王子市

フジチギラ株式会社 山梨県 富士吉田市

佐藤園芸 山梨県 富士吉田市

有限会社和泉屋菓子店 長野県 佐久市

信州森のファームチロリン村 長野県
南佐久郡
南牧村

株式会社トモニ 静岡県 焼津市

葉っピイ向島園株式会社 静岡県 藤枝市

やまと興業株式会社 静岡県 浜松市

有限会社ネクト 静岡県 静岡市

16

17

18
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12月16日
べにふうき緑茶粉末を原料とした機能性菓子の開発・製造・販売
に係わる事業

やまと興業㈱の緑茶の低温・無酸化状態での超微粒子粉末技術と、㈲ネクトの
シーマ製法による香りの良くなる茶の製造技術、減農薬での栽培技術を活用し
て、メチル化カテキンが多く含まれている「べにふうき茶」を１００％使用したサプ
リメント（ガム）を開発・販売する。

オーガニック緑茶を使った新たな輸出用高級緑茶飲料の開発
米国農務省のオーガニック認証（ＮＯＰ認証）を新たに申請取得し、この国産有機
栽培茶を使った緑茶ペットボトルを開発。アメリカ高級緑茶市場の開拓を図る。

12月16日

12月16日
高冷地で新たに栽培するお菓子に適した甘くて旨味のある野菜
を用いた和洋菓子の製造販売

八ヶ岳山麓の高冷地ゆえの自然環境を活かして、菓子に適した甘くて旨味のあ
る高品質な野菜（ごぼう、さつまいも、里芋、唐辛子、瓜、蕪）等を栽培。信州の伝
統野菜も含めて、「野菜を用いたお菓子シリーズ」の製造販売に取り組む。

遊休農地を活用した天然色素栽培による繊維製品開発と通年体
験型事業の創出

遊休農地を活用して新たに茜・紅花等の工芸作物を栽培。得られた天然染料を
利用して天然志向の繊維製品を開発。また、首都圏の草木染め教室等と連携
し、工芸作物の栽培・収穫、天然色素を用いた染色・製織等を通年型で体験する
事業に取り組む。

12月16日

12月16日 新規性の桑「創輝」の育成及び商品開発と販売

新品種の桑「創輝」は、食味・風味・発色が良好で、栄養成分が豊富。この優位
性を活かし、既存品種では実現できなかった濃緑色や甘味・旨味のある桑パウ
ダーとリーフ入り桑茶や桑緑茶などを開発、冠婚葬祭贈答用・弁当添付・紙パッ
クボトル向け販売。

省スペース型簡単管理水耕栽培キットおよび水耕栽培専用苗の
販売事業

安価で省スペースな水耕栽培システムキットと別売の専用カセット苗を販売する
事業。生鮮野菜の専用カセット型苗は、葉っぱや協同組合の育苗技術を活用す
ることで生産・出荷が実現。既存顧客である生協等の大手流通企業や生鮮野菜
個人直販チャネルを基軸に需要開拓。

12月16日

12月16日
川越の紅赤芋を使用した「紅赤芋焼酎」の開発と地域中小飲食
店の活性化

埼玉県内の紅赤（サツマイモの希少品種）を使った本格焼酎を製造し、県内中小
飲食店に販売する。紅赤の上品な甘みを残して飲みやすく、フルーティーな香り
が特徴。異業種交流会メンバーと飲食店の協力を得て、販売促進と商品作り込
みを推進し、商品力の向上を図る。

国産有機大豆と国産有機野菜を使用した新商品開発

㈱ヤマキは近年、㈲豆太郎と協力して有機栽培による原料生産拡大を進めてき
たが、天候によって規格外品が多く発生していた。そこで、規格外品をペースト化
し、野菜ペースト（かぼちゃ、ほうれんそう、にんじん、モロヘイヤなど）を豆腐や
豆乳に配合した新商品を開発する。

12月16日

12月16日
減農薬で育てた地元酒米を使ったシャンパン伝統製法と日本酒
の純米製法を合わせた発泡清酒の開発・販売

海外から「日本酒でシャンパンが出来ないか？」の依頼があり、５年前から開発
に着手。減農薬栽培の酒米を使用することで付加価値を高め、独自の技術で新
しい感覚の清酒「発泡清酒」を開発。国内外で市場開拓を図る。
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№ 市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日

株式会社あいや 愛知県 西尾市

有限会社ヤマフジ製茶 愛知県 西尾市

株式会社オーガライフニューズネット 愛知県 名古屋市

農事組合法人光輪 愛知県 南知多町

株式会社太田商店 愛知県 岡崎市

有限会社杉山ポートリー 愛知県 吉良町

株式会社ミマス 愛知県 田原市

イシグロ農芸有限会社 愛知県 田原市

株式会社エフ・ジー 岐阜県 羽島市

株式会社キング印刷紙工 岐阜県 可児郡

有限会社野菜クラブ千葉 千葉県 山武市

有限会社亀山酒店 岐阜県 関市

間宮　勝 岐阜県 関市

株式会社わかば 岐阜県 郡上市

有限会社和田ファーム 岐阜県 郡上市

安保　常勝 岐阜県 中津川市

株式会社エムスタイル 岐阜県 多治見市

足立　正美 岐阜県 瑞浪市

有限会社中日本ファームズ 岐阜県 瑞浪市

24

25

26

20

21

22

23

19

水分量調整を行った鶏糞とおからを混合、長期熟成醗酵し、作物ごとに必要な栄
養素が含まれた肥料を製造・販売。ペレット化することで肥効を長期間維持。ク
リーン農業の拡大が期待される。

12月22日 特定農産物向け多機能肥料の製造・販売事業
土壌微生物の育成等を通じて牛糞・鶏糞を高付加価値化し、連作可能な土壌の
再生や病害低減等の多機能肥料を特定農産物用に製造して農家へ試供。栽培
後における土壌データの収集・分析を行い、農業生産の効率化が期待される。

12月22日 鶏糞とおからを活用した完全発酵有機肥料の製造販売事業

円空芋の親芋を活用した里芋焼酎の製造販売事業
円空芋の親芋を活用し、クセのないすっきりとした口当たりが特徴の焼酎を商品
化。新たな地域特産品として地域活性化が期待される

12月22日 低温蒸気加熱乾燥によるドライ野菜缶詰の製造販売事業

野菜の鮮度が高い状態で特許乾燥法である低温蒸気加熱乾燥を行い、過去に
例を見ないドライ野菜の缶詰化、ラベルの企画・印刷、物流までを一貫して提供。
風味や栄養分に優れ、かつ保存期間５年のドライ野菜缶詰を非常食分野等に販
売する

12月22日

親鶏の成長日数管理を行い、産卵から3日以内の新鮮卵を卵専門販売店で販
売。徹底した品質管理で産卵からのトレーサビリティーを実現する新鮮ブランド卵
（ランニングエッグ）を提供。

12月22日
渥美半島産カンパリトマトを使用したフレッシュトマトカクテルの製
造・販売事業

ＪＧＡＰ基準を導入して栽培する高品質なカンパリトマトの中でも春先の最もおい
しい時期のもののみを活用し、野菜ソムリエが国産梅酒等と絶妙に調合し、濃厚
で芳醇な甘味を実現した女性層向けのトマトカクテルを販売。

12月22日

12月22日
大型有機農場直送の新鮮な有機農産物を真空パックしたカット
野菜等の販売事業

近場での連携により、有機ＪＡＳの認定を取得している高品質な有機農産物を、
新鮮な状態でカット、真空パックし、有機ＪＡＳマークを付して出荷。有機農産物の
安定供給が期待される。

鮮度管理されたブランド卵の販売事業

抹茶業界初の「粉末状退色防止抹茶」の製造・販売事業
高品質な抹茶原料（茶葉）に油脂配合技術を適用し、抹茶の弱点である退色性
を克服する「粉末状退色防止抹茶」を製造。加工食品分野への応用展開が期待
される。

12月22日
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№ 市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日

宇奈月ビール株式会社 富山県 黒部市

黒部市ビール麦生産組合 富山県 黒部市

農事組合法人八尾農林産物加工組
合

富山県 富山市

八尾ネマガリタケ生産組合 富山県 富山市

株式会社越山商店 石川県 金沢市

谷内前農産 石川県 珠洲市

株式会社能登半島 石川県 七尾市

株式会社スギヨ 石川県 七尾市

株式会社佐々波鰤網 石川県 七尾市

鳥浜酒造株式会社 福井県
三方上中郡
若狭町

株式会社エコファームみかた 福井県
三方上中郡
若狭町

株式会社原田食品 大阪府 交野市

塚本農園 兵庫県 篠山市

株式会社バジリーニ 兵庫県 宝塚市

中嶋農園 兵庫県 宝塚市

株式会社田舎元気本舗 兵庫県 丹波市

柳田農園 兵庫県 丹波市

石井物産株式会社 奈良県 五條市

奈良県農業協同組合 奈良県 奈良市

35

31

32

33

34

28

29

30

27

奈良県産柿の有効利用に資する新商品の開発・製造及び販売
事業

石井物産(株)は、奈良県農業協同組合が、これまで廃棄されていた柿の摘果等
を集約し、これを原料として、これまでの柿専門の食品等加工製造業として保有
するノウハウと、菓子製造設備、販路等を活用して「柿まんじゅう」の開発、製造
販売を行うとともに、「柿渋」の開発、製造販売事業に取り組む。

12月8日

12月8日
黒さや大納言小豆作りの技術と遊休農地を活用した丹波ニュー
ツーリズムの開発と提供

一般の家族連れが気軽に楽しめる観光農園をはじめ、企業の福利厚生や社員
教育旅行など、企業と農村の共生を目的とした丹波らしい新たなグリーンツーリ
ズムを開発し提供するもの。(株)田舎元気本舗は農業体験プログラムを開発し、
柳田農園は農園、農業機械、施設などを提供し観光客への体験指導を行う。

国産（宝塚市産）バジルを使った「フレッシュバジルの加工食品」
の開発・販売

(株)バジリーニは、中嶋農園との有機的連携で共有できる経営資源を活用し、バ
ジル加工品の製造・販売を通じて売上高を確保することで、お互いの経営向上と
改善を目標に新事業に取り組む。

12月8日

12月8日
丹波篠山の黒大豆を使用した加工食品（黒豆餃子）の商品開
発・生産及び販売

(株)原田食品は、塚本農園と有機的に連携して双方の経営資源を有効に活用。
黒大豆を使用した加工食品の製造・販売を通じて売上高を増進することで、お互
いの経営向上・改善を目標に新事業を展開する。

若狭町産紅映梅（べにさしうめ）の天然梅果汁を使った加工食品
の開発・販売

若狭町産紅映梅は、種が小さく果肉が多いことが特徴であり、梅果汁抽出量が
多いメリットがある。梅加工品は梅干しと梅酒であり、それ以外への利用は殆ど
ない状況。本事業では、キズ、規格外の価値が低い梅実や廃棄される梅実を活
用して、低温酵素抽出方式により天然梅果汁の抽出を行い、「１００％天然梅果
汁」及び「１００％天然梅果汁を使った加工食品（梅昆布ポン酢、梅昆布エキスな
ど）」の開発、販売を行う。

12月8日

新品種の米を生産し、健康志向に合った低脂肪、低カロリーの和風アイスクリー
ムを製造・販売。米の新規需要を創出するとともに、トッピングとして能登小豆、
能登黒豆、能登栗などの能登産品を利用することで、県内唯一の和風地物アイ
スクリームを開発し新しい能登ブランドの発信を行う。

12月22日 能登の食材を利用した醗酵食品（かぶらずし）の製造・販売
市場に出回っていないものを含め、ぶり、かぶら、米麹、米、塩等のすべての原
料を能登産で構成し、新技術による醗酵方法により高品質な「能登かぶらずし」
を開発・販売し、地域経済の活性化が期待される。

12月22日 能登のお米を利用した「お米アイスクリーム」の開発、製造、販売

中山間地の耕作放棄地を利用したネマガリタケ栽培とレトルト加
工食品の製造・販売

国内消費の９割が中国産となっているネマガリタケ市場に、地場産ネマガリタケ
のレトルト加工食品として参入。中山間地の耕作放棄地の有効活用と地場産農
産物の安定供給による加工食品の販売を通じて地域経済の活性化が期待され
る。

12月22日
地元産大麦を使った麦芽と日本有数の清流・黒部川の名水を使
用した「モルト麦茶（仮称）」の開発・販売

１００％地元産の二条大麦と日本有数の清流である黒部川の名水を使用し、甘く
豊かな香りと味わいの麦茶を開発し、地域経済の活性化を図る。

12月22日
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農商工等連携事業計画　第二回認定一覧

№ 市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日

有限会社クレアツーワン 山口県 山口市

農事組合法人あさグリーン優とぴあ 山口県 山陽小野田市

海洋建設株式会社 岡山県 倉敷市

全国漁業共同組合連合会 東京都 千代田区

エムテックス有限会社 山口県 柳井市

農事組合法人やまぐち自然薯生産
組合

山口県 柳井市

農事組合法人おおさこ 山口県 柳井市

株式会社ヒロ・コーポレーション 徳島県 阿南市

漁業者２名 徳島県
徳島市及び
阿南市

株式会社協和土建 香川県 丸亀市

山地　秀樹 香川県 善通寺市

横山　誠二 香川県 三豊市

のうみん株式会社 愛媛県 松山市

有限会社田那部青果 愛媛県 松山市

森　茂喜 愛媛県 松山市

新産住宅株式会社 熊本県 熊本市

株式会社泉林業 熊本県 人吉市

39

40

41

42

36

37

38

12月9日
近くの山の顔が見える森林認証材で「空気質」のきれいな「健康
住宅」の商品化と市場開拓

自然素材（天然乾燥による国産森林認証材）による住まいづくりを通して室内空
気中の化学物資を低減化させた「赤ちゃん基準」のシックハウス対策商品を開
発。今回の連携により安心な材料を安定的に市場に供給するシステムを活用し
て「健康住宅」の市場開拓を実施する。

愛媛県エコファーマー認定柑橘を活用した冷凍果実及び冷凍ク
ラッシュ果汁の開発・製造・販売

　のうみん㈱の商品企画力及びエコファーマー認定で培った生産工程管理能力
と、㈲田那部青果の独自の急速冷凍技術、森茂喜の柑橘の減農薬栽培技術を
活用することにより、従来の冷凍みかんとは食感の異なる冷凍果実と冷凍クラッ
シュ果汁を開発・製造・販売する。
　ホテル・レストランのデザート向け等に業務用として販売するとともに、インター
ネット通販を中心として家庭向けの販売展開を行う。

11月28日

11月28日
「こだわり栽培野菜で作る無添加ソース及びドレッシング」の開
発・生産・販売

　㈱協和土建の事業マネジメント能力及び建設業界を中心とした販売チャネル
と、横山誠二の野菜の栽培技術、山路秀樹のソース等の加工技術を活用するこ
とにより、野菜の風味を活かした無添加ソース・ドレッシングを開発・生産・販売す
る。
　　「精進ソース・ドレッシング」をコンセプトに、健康志向のこだわり層を中心にイ
ンターネット通販や、県内及び大阪の百貨店・スーパーに対して販路開拓を行
う。

特殊水産加工・冷凍技術を活用した新たな鮮魚加工商品の開
発・製造・販売

　㈱ヒロ・コーポレーションの特殊冷凍技術及びこれまでの事業活動で開拓した
流通ルートと、漁業者の漁獲技術を活用することにより、調理不要の煮魚、焼き
魚等の冷凍加工商品を開発・製造・販売する。
　居酒屋やレストラン等業務用として販売するとともに、家庭用として量販店向け
やインターネット通販により販路開拓を行う。

11月28日

12月25日
柳井産の自然薯や米粉を活用した「自然薯麺」「自然薯スナック
菓子」等の開発及び販路拡大

『エムテックス』が有する特殊面の独自製法・技術と、高品質の独自栽培技術を
有する『やまぐち自然薯生産組合』の生産する「自然薯」、及び『おおさこ』が生産
するトレーサビリティにも配慮した安全な米を用いた「米粉」を組み合わせて、小
麦粉を一切使わない、独特の食管と味を有した「自然薯麺」を開発し、販路開拓
に取り組むもので、更に「自然薯スナック菓子」等の開発も目指している。
原料となる自然薯は、従来は廃棄していた規格外品を、一方、米は価格の安い3
等米を用いることとしており、それぞれの農業法人の農業経営改善に資すること
が期待される。

貝殻を利用した藻場や干潟等の海域環境を改善・修復する製品
の開発及び販路開拓

『JF全漁連』の有する全国漁協とのネットワーク・信用力・販売力と、『海洋建設』
の有する水産系副産物（貝殻）を利用した人工漁礁の開発・製造技術を相互に
持ち寄り、環境の悪化した海域や干潟等、各環境に適した構造物及び資材の開
発・製造、販路開拓に取り組む。原料として使用する貝殻は自然素材であり安全
性が高く、競合品に比して生物生産性等の性能に優れている。

12月25日

11月10日
「山口県産黒ごま」を原料として、昔ながらの製法で製造したこだ
わりの「国産黒ごま油」及び「国産黒ごま関連商品」の開発・製
造・販路拡大事業

『あさグリーン優とぴあ』が生産する「黒ごま」を原料に、『クレアツーワン』は、高
熱処理や薬剤処理を一切行わない昔ながらの製法によるこだわりの「国産黒ご
ま油」や「国産黒ごま油関連商品」を首都圏等の富裕層向けに展開する。
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農商工等連携事業計画　第二回認定一覧

№ 市区町村事業名 事業概要 事業者名 都道府県認定日

株式会社千興ファーム 熊本県
上益城郡
御船町

株式会社シクロケム 兵庫県 神戸市

農業生産法人　有限会社駒城 熊本県
上益城郡
御船町

株式会社姫野一郎商店 大分県 竹田市

有限会社姫野食品 大分県 竹田市

河原　定一 大分県 竹田市

株式会社内山建設 宮崎県 日向市

有限会社押田畜産 宮崎県
東諸県郡
綾町

有限会社霧島高原ロイヤルポーク 鹿児島県 霧島市

農事組合法人霧島高原純粋黒豚牧
場

鹿児島県 霧島市

中崎養豚 鹿児島県 霧島市

農業生産法人　有限会社坂上芝園 鹿児島県 志布志市

西田　義博 鹿児島県
肝属郡
東串良町

株式会社奄美大島開運酒造 鹿児島県 大島郡宇検村

株式会社奄美大島宇検農産 鹿児島県 大島郡宇検村

株式会社ゆがふバイオ 沖縄県 名護市

名護林業生産加工販売事業協同組合 沖縄県 名護市

農業生産法人有限会社今帰仁アグー 沖縄県 今帰仁村

47

48

49

43

44

45

46

未利用バイオマスを活用した粉炭入りおが粉肥育による「今帰仁
アグー」のブランド化と関連商品の開発製造販売事業

土地改良等に伴う伐採木を利用した粉炭入り消臭おが粉を肥育豚舎床敷材に
適したものとして開発し、高品質な今帰仁アグーの肥育・ブランド化を図る。ま
た、本事業で肥育した今帰仁アグーを活用した新たな加工食品の開発を行う。

12月17日

12月9日
奄美大島の地域資源（パッションフルーツとたんかん）を活用した
食前酒の製造と販路開拓

黒糖焼酎の製造技術を活かし、奄美大島の地域資源（パッションフルーツ、たん
かん）を活用した食前酒（リキュール）の製造販売を計画。

飼料自給率向上に向けた「耕畜連携・地域循環型の粗飼料生
産・供給システム」の開発

コーンサイレージの品質改良や、粗飼料供給のための新しい「粗飼料生産・供給
システム」を開発するとともに、畜産農家の高齢化に対応したコーンサイレージの
ロールの小型化、畜産農家が処理に困っている堆肥の地域内還元等の取組を
実施する。

12月9日

12月9日 かごしま黒豚と有機農法で生産した「有畜農産物」の販路開拓

有機農法にこだわった良質なサツマイモを与えてかごしま黒豚の品質向上を図
るとともに、これまで培ってきた安心・安全・美味で信頼される食品づくりのネット
ワークを生かして、かごしま黒豚と有機農法で生産した農産物の販路開拓を実
施する。

畜産現場発の新型乳酸菌によるプロバイオティクス混合飼料の
製造販売と、混合飼料による畜産物高付加価値化

免疫力の向上による成長阻害防止、死亡率低下等の効果があるプロバイオティ
クスを活用した混合飼料を製造販売することにより、畜産農家における高付加価
値化を実現する。

12月9日

12月9日
大分特産の高品質乾しいたけの加工用安定調達システムの確
立と新商品開発及び需要の開拓

「大分産乾しいたけ」の味、香り、ブランドイメージをそのままに、消費者の利便性
を飛躍的に向上させる「大分産“戻し”しいたけレトルトパック」や、「やわらかどん
こ椎茸のふくめ煮」等を開発・販売する。

馬油を活用した高機能性食品の開発・販売
馬の肥育からと畜、食肉加工までの一貫した技術と、包接材αシクロデキストロ
ンを活用して、コウネから精製した馬油をαシクロデキストロンで包接し、「美容・
美白」の効能が高い高機能性食品を開発する。

12月9日
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