


サブファンド設立状況について

㉘三菱東京ＵＦＪ銀行(20)

東北の以下の４行と連携
青森銀行、秋田銀行、
岩手銀行、山形銀行

㉕ＪＡグループ(100)

２．県域に限られない
ファンド

３．テーマファンド

㉚エー・ピーカンパニー
(10)

㉛ぐるなび(10)

１．地域ファンド

主な出資金融機関等(ファンド総額 単位:億円)
(A-FIVE出資分含む)

②北洋銀行(30)

①北海道銀行(30)

③七十七銀行(20.2)

④福島県地域

金融機関等(20)

⑧千葉県内11金融機
関(20)

⑪静岡銀行(5)

⑱伊予銀行
(20)

⑨第四銀行
(5)

⑥群馬県上野村(10)

⑩八十二銀行
(10)

⑲愛媛銀行(20)

⑯西京銀行(10)

⑳西日本シティ銀行(20)

㉓大分銀行
(20)

㉒肥後銀行(10)

㉑十八銀行(10.02)

㉙三井住友銀行(20)

⑫百五銀行(5)

⑬紀陽銀行
(10)

⑤常陽銀行(10)

⑮広島銀行
(10)

⑭中国銀行
(5)

㉔宮崎銀行(10)

⑰香川銀行
徳島銀行
(5)

⑦埼玉りそな銀行(5)

H25.9.30 現在

みずほ銀行(100) （注２）

㉗足利銀行等栃木県内10金融機
関と連携(20)

㉖東北の以下の４行と連携(20)
荘内銀行、北都銀行、
みちのく銀行、東北銀行

注１ 当資料は設立準備中のサブファンドも含まれます。

注２ 地域金融機関との連携による複数のサブファンド設立を想定する中で、100億円の支援決定を受けており、その
一部としてサブファンドを組成。サブファンド数は２とカウント。

31サブファンド
総額580.22億円

(うちA-FIVE分290.11億円)



番号 ファンド名称 出資者・運営者（下線） ファンド総額 主な投資対象地域

①
(株)北海道銀行
北海道ベンチャーキャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

３０億円 北海道

北海道ベンチャーキャピタル株式会社
URL：http://www.hokkaido-vc.com
部署名：投資事業部
電　話：011-738-7380
E-mail：hvc@hokkaido-vc.com

②
(株)北洋銀行
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
(株)農林漁業成長産業化支援機構

３０億円 北海道

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
URL：http://www.hsc.or.jp
部署名：６次化推進室
電　話：011-232-2001（平日9時～17時）
E-mail：info@hsc.or.jp

③
(株)七十七銀行
山田ビジネスコンサルティング(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０．２億円 東北地方全域（特に宮城県）

山田ビジネスコンサルティング株式会社
URL：http://www.y-bc.co.jp
部署名：コンサルティング事業本部第一部
電　話：03-6212-2511（平日9時～17時30分）
E-mail：info@y-bc.co.jp

④

東邦銀行、みずほ銀行、福島県、大東銀行、福
島銀行、福島信用銀行、いわき信用銀行、相双
信用銀行、福島リカバリ(株)、（株)農林漁業
成長産業化支援機構

２０億円 福島県
福島リカバリ株式会社成長産業支援部（担当：佐藤）
電話　０２４－５２６－０８８１
Ｅ－ｍａｉｌ　h-sato@fukushima-r.co.jp

⑤
（株）常陽銀行
（株）常陽産業研究所
（株）農林漁業成長産業化支援機構

１０億円

常陽銀行の営業地盤（茨城
県、福島県、栃木県、千葉
県、埼玉県、宮城県、東京
都、大阪府）

株式会社常陽産業研究所
URL：http://www.jir-web.co.jp/
部署名：産業研究部
電　話：029-233-6733（平日9時～17時）

株式会社常陽銀行
URL：http://www.joyobank.co.jp/
部署名：営業推進部　総合金融サービス室
電　話：029-300-2661（平日9時～17時）

⑥
上野村
一般社団法人上野村産業情報センター
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 群馬県上野村内
一般社団法人上野村産業情報センター
電　話：0274-20-7070（平日9時～17時）

⑦
(株)埼玉りそな銀行
日本ベンチャーキャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

５億円
埼玉県を中心に、埼玉りそ
な銀行の本支店の営業エリ
ア内

株式会社埼玉りそな銀行
部署名：法人部　地域産業応援室
電　話：048-824-2411（代表）

日本ベンチャーキャピタル株式会社
部署名：企画業務部
電　話：03-5413-2680（代表）

⑧

(株)千葉銀行、(株)京葉銀行、(株)千葉興業銀
行、君津信用組合、佐原信用金庫、館山信用金
庫、千葉信用金庫、銚子商工信用組合、銚子信
用金庫、東京ベイ信用金庫、房総信用組合、ち
ばぎんキャピタル(株)、(株)農林漁業成長産業
化支援機構

２０億円 千葉県を中心とする

ちばぎんキャピタル株式会社
URL：http://www.chibagincapital.co.jp
電　話：043-248-8822（平日9時～17時）
E-mail：equity@chibagincapital.co.jp

⑨
(株)第四銀行
だいし経営コンサルティング(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

５億円 新潟県内
だいし経営コンサルティング株式会社
電　話：025-244-0161（平日9時～17時）
E-mail：daishi-consulting@dgin.jp

⑩
(株)八十二銀行、長野県信用農業協同組合連合
会、八十二キャピタル（株）、(株)農林漁業成長産業
化支援機構

１０億円 長野県および近隣地域

八十二キャピタル株式会社
URL：http://www.hcc82.co.jp/
部署名：営業部
電　話：026-227-6887（平日9時～17時）

⑪
(株)静岡銀行
静岡キャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

５億円 東海地方全域（特に静岡県）
株式会社静岡銀行
部署名：法人部法人ソリューション営業グループ
電　話：054-345-5411（代表）（平日9時～17時）

静岡キャピタル株式会社
電　話：054-347-2210（平日9時～17時）

⑫

(株)百五銀行
(株)みずほ銀行
百五リース(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

５億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

⑬

(株)紀陽銀行
(株)みずほ銀行
紀陽リース・キャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

⑭
(株)中国銀行
中銀リース(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

５億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

常陽 大地と海の成長支援ファンド投資
事業有限責任組合(仮称)

上野村活性化
投資事業有限責任組合

埼玉りそな６次産業化応援ファンド投資事
業有限責任組合

だいし食品産業活性化ファンド
投資事業有限責任組合

信州アグリイノベーション
ファンド投資事業有限責任組合

しずぎん農林漁業成長産業化ファンド投資
事業有限責任組合

サブファンド一覧（Ｈ２５．９．３０現在　設立準備中のサブファンドも含む）

問い合わせ先

ちば農林漁業６次産業化
投資事業有限責任組合

道銀アグリビジネス
投資事業有限責任組合

北洋６次産業化応援ファンド
投資事業有限責任組合

東北６次産業化ブリッジ
投資事業有限責任組合

ふくしま地域産業6次化復興
ファンド投資事業有限責任組合

百五６次産業化
投資事業有限責任組合(仮称)

紀陽６次産業化
投資事業有限責任組合(仮称)

ちゅうぎんアグリサポートファンド投資事業
有限責任組合



番号 ファンド名称 出資者・運営者（下線） ファンド総額 主な投資対象地域 問い合わせ先

⑮
(株)広島銀行、広島信用金庫、(株)みずほ銀
行、(株)広島ベンチャーキャピタル、(株)農林
漁業成長産業化支援機構

１０億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

⑯
(株)西京銀行
(株)エス・ケイ・ベンチャーズ
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円
山口県を中心に、福岡県ま
たは広島県内の西京銀行
の本支店の営業エリア内

株式会社エス・ケイ・ベンチャーズ
URL：http://www.skv.jp/
電　話：0834-33-2661（平日9時～17時）
E-mail：info@skv.jp

⑰
(株)香川銀行、(株)徳島銀行、(株)徳銀キャピ
タル、トモニリース(株)、(株)農林漁業成長産
業化支援機構

５億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

⑱
(株)伊予銀行
いよぎんキャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円
四国全域（特に愛媛県）、中

国及び九州地域

いよぎんキャピタル株式会社
株式会社伊予銀行
URL：http://www.iyobank.co.jp/
部署名：ソリューション営業部
電　話：089-941-1141（平日8時半～17時30分）
E-mail：iyo016b2xd@iyobank.co.jp

⑲
(株)愛媛銀行
ひめぎん総合リース(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円 四国地方全域

株式会社愛媛銀行
部署名：感性価値創造推進室
（担当：城下、久家、武田）
電　話：089-933-1111（平日9時～17時）

ひめぎん総合リース株式会社
部署名：総務部（担当：中川）
電　話：089-933-1513（平日9時～17時）

⑳
(株)西日本シティ銀行
(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング
(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円 主に九州域内

株式会社ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング
部署名：事業コンサル部（担当：藤下）
電　話：092-282-2662
E-mail：fujishita@johoza.co.jp

株式会社西日本シティ銀行
部署名：法人ソリューション部（担当：渡辺）
電　話：092-476-2741
E-mail：takashi.watanabe1234@ncbank.co.jp

㉑

「元気な長崎」応援ファンド投資ファンド投資
事業有限責任組合（出資者(株)十八銀行、運営
者(株)ドーガン・インベストメンツ）、（株）
ドーガン・インベストメンツ、(株)農林漁業成
長産業化支援機構

１０．０２億円 長崎地方全域

株式会社ドーガン・インベストメンツ
URL：http://www.dogan.jp/
電　話：092‐739‐2311（担当：清野）
E-mail：info@dogan.jp

㉒
(株)肥後銀行
肥後キャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 九州地域（主に熊本県）

肥銀キャピタル株式会社
URL：http://www.higincapital.co.jp/
部署名：業務部（担当：岡村、渕上）
電　話：096-311-5922（平日9時～17時）
E-mail：hc@higincapital.co.jp

株式会社肥後銀行
URL：http://www.higobank.co.jp/
部署名：事業開発部（担当：本島、中村）
電　話：096-326-8602（平日9時～17時）
E-mail：eito-food@higobank.co.jp

㉓
(株)大分銀行、大分リース(株)、大分中央保険
(株)、大分ベンチャーキャピタル(株)、(株)農
林漁業成長産業化支援機構

２０億円 大分県内

大分ベンチャーキャピタル株式会社
URL：http://www.oita-vc.co.jp
部署名：投資事業部
電　話：097-536-7525（平日9時～17時）
FAX：097-536-7532
E-mail：achiwa@oita-vc.co.jp

㉔
(株)宮崎銀行
宮銀ベンチャーキャピタル(株)
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 宮崎銀行の営業エリア
宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
電　話：0985-20-0822

株式会社宮崎銀行  URL：http://www.miyagin.co.jp/
部署名：営業統括部　アグリ・フードビジネス推進グ
ループ
電　話：0985-32-8329

㉕
農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会、
農林水産業共同投資(株)、(株)農林漁業成長産
業化支援機構

１００億円 全国
農林水産業協同投資株式会社
電　話：03-5219-6030（平日9時～17時）

㉖
とうほくのみらい応援ファンド
投資事業有限責任組合

株式会社荘内銀行、株式会社東北銀行、株式会
社北都銀行、株式会社みちのく銀行、株式会社
みずほ銀行、みずほキャピタル(株)、(株)農林
漁業成長産業化支援機構

２０億円 東北地方を中心とした地域
みずほキャピタル株式会社
部署名：営業支援部
電　話：03-3596-1300（代表）

みずほ一次産業成長支援
投資事業有限責任組合

(株)みずほ銀行
みずほキャピタル(株)

１００億円※地域金融機関との連携による複数のサブファンド設
立を想定する中で、100億円の支援決定を受けてお
り、その一部として以下のサブファンドが組成。サブ
ファンド数は２とカウント

えひめガイヤ成長産業化支援ファンド投
資事業有限責任組合

ＮＣＢ九州６次化応援
投資事業有限責任組合

投資事業有限責任組合さいきょう農林漁
業成長産業化ファンド

トモニ６次産業化サポート
投資事業有限責任組合

肥後６次産業化投資事業有限責任組合

農林水産業投資事業有限責任組合

みやぎん６次産業化
投資事業有限責任組合

十八６次産業化支援
投資事業有限責任組合

いよエバーグリーン６次産業化応援ファ
ンド投資事業有限責任組合

おおいた農林漁業成長産業課支援
ファンド投資事業有限責任組合

ひろしまアグリ振興
投資事業有限責任組合(仮称)



番号 ファンド名称 出資者・運営者（下線） ファンド総額 主な投資対象地域 問い合わせ先

㉗
とちまる６次産業化成長応援
ファンド投資事業有限責任組合

(株)足利銀行、(株)みずほ銀行、足利小山信用
金庫、大田原信用金庫、烏山信用金庫、鹿沼相
互信用金庫、佐野信用金庫、栃木信用金庫、那
須信用組合、真岡信用組合、みずほキャピタル
(株)、(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円 (株)農林漁業成長産業化支援機構へお問い合わせ下さい。

㉘
(株)青森銀行、(株)秋田銀行、(株)岩手銀行、
(株)山形銀行、(株)三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ
キャピタル(株)、(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円 全国（東北地方中心）

三菱UFJキャピタル株式会社
URL：http://www.mucap.co.jp/
部署名：投資第一部
電　話：03-5205-8582（平日9時～17時）
E-mail：masatake_hasegawa@mucap.co.jp

㉙

ＳＭＢＣアグリファンド投資事業有限責任組合（出資
者　（株）三井住友銀行等、運営者　つくばテクノロ
ジーシード（株））、つくばテクノロジーシード（株）、
(株)農林漁業成長産業化支援機構

２０億円 全国

つくばテクノロジーシード株式会社
URL：http://www.ttseed.com/
電　話：03-3295-3336（平日9時～17時）
E-mail：k-fujiwara@ttseed.com

㉚
(株)エー・ピーカンパニー
(株)エーピーアセットマネジメント
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 全国

株式会社エーピーアセットマネジメント
部署名：管理部
電　話：03-6277-8738（平日10時～19時）
E-mail：asset@apcompany.jp

㉛
(株)ぐるなび
(株)ぐるなび６次産業化パートナーズ
(株)農林漁業成長産業化支援機構

１０億円 全国
株式会社ぐるなび６次産業化パートナーズ
電　話：03-3500-9700（平日10時～17時）
E-mail：6ch-industry@gnavi.co.jp

東北６次産業化サポート
投資事業有限責任組合

ぐるなび６次産業化パートナーズ
投資事業有限責任組合

エー・ピー投資事業有限責任組合

ＳＭＢＣ６次産業化投資事業有限責任組
合


	【資料7-1】2508作成_A-FIVEパンフレット
	【資料7-2】250930現在_SF日本地図(一覧番号)
	【資料7-3】SF連絡先(9.30）



