
農林漁業成長産業化ファンドによる出資等を活用している認定計画一覧 平成２８年６月１０日現在

№ 事業名 事業の概要 申請者 共同申請者 促進事業者 都道府県 市町村 認定年月

1

余市町のワイン用ブドウだけを使ったワ
イン製造と地場産食材を使ったレストラ
ン、自家製ワインや地場産野菜、果物、
水産加工品などを販売する売店等の複
合事業

北海道余市町のワイン用ぶどうを使ったワイン製造と地場産食材を使っ
たレストラン運営、自家製ワインや地場産野菜、果物及び水産加工品な
どを販売する売店等の複合事業

株式会社
OcciGabi Winery

北海道
余市郡
余市町

平成25年9月

2 庭木・盆栽・花卉の国際輸出促進事業
千葉県を中心に全国各地から調達した、植木、盆栽を高付加価値化し、
欧州、アジアや北南米等の市場に輸出する事業

ジャパンホート
ビジネス株式会社

千葉県 富里市 平成25年9月

3
高品質活き〆車えび凍結品の加工販売
事業

新しい技術を沖縄県与那国島に導入することにより、高品質な車えびの
周年販売を実現し、大口需要者の開拓等を通じて大消費地に販売チャネ
ルを拡大する事業

沖縄栽培水産
株式会社

沖縄県
八重山郡
与那国町

平成25年9月

4 新技術によるブランド鰻の加工販売事業
未成熟なウナギを一定の条件下で再肥育することにより、成熟したウナ
ギとして出荷する加工販売事業

西日本水産株式会社 福岡県 福岡市 平成25年10月

5 「柏の葉」産レタスの加工・販売事業
まだ一般的でないレタスを新たに導入し、鮮度を保持できる新包装で流通
させ、消費者に届ける流通販売事業

株式会社みらい
トレーディング

東京都 千代田区 平成25年11月

6
深浦マグロのブランド化を目的とした、冷
凍・冷蔵および加工施設整備による通年
出荷体制の確立

青森県深浦町にて夏期に漁獲されるクロマグロを、柵加工・冷凍加工して
需要期に新たな販路拡大を推進する事業

株式会社あおもり海山 青森県
西津軽郡
深浦町

平成26年1月

7
ミルク・スウィーツ（新商品）開発および
販路開拓

地元酪農家が主導し、地域の生乳を原材料とした高温保持殺菌牛乳等
に加え、地域特産品を活用したヨーグルト・ソフトクリームミックス等新商
品の開発及び販路拡大を目指す事業

株式会社
おおのミルク工房

岩手県
九戸郡
洋野町

平成26年3月

8
玄米を利用したパンの加工及び販売事
業

農研機構が開発した新品種の新規需要米（玄米）.から新しい技術（玄米
ペースト）による製パン加工を行い、販売及び卸売（学校給食・病院向け）
を行う事業

株式会社
熊本玄米研究所

熊本県
菊池郡
大津町

平成26年3月

事業者
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9
「玄米と大豆」を原料とした健康食品・食
材の製造販売

農業者が生産した玄米と、大豆を原料とした精肉代替商品の商品開発・
製造をして新販路を拡大していく事業

株式会社マイセン
ファインフード

福井県 鯖江市 平成26年4月

10
高品質な業務用カット野菜の製造・販売
による６次産業化

農業者が各地の生産者や青果会社と共同に産地リレー体制を構築し、
パートナーの加工ノウハウ・販路を活かして需要拡大が見込まれるカット
野菜の製造販売を行う事業

株式会社ベジタ
コーポレーション

広島県 福山市 平成26年4月

11
地元産野菜を中心とする加工食品（惣
菜）の製造販売事業

農業者が地元農業者・地元ＪＡと連携し、九州産の野菜を活用して、九州
全域及び消費地の百貨店・コンビニ向けに惣菜の販売を行う事業

いずも食品加工
株式会社

福岡県 糸島市 平成26年4月

12
鹿児島県における農畜産物の加工・販
売事業

養鶏事業者が外食チェーン向けに、鹿児島県が開発した「黒さつま鶏」の
加工のほか地域農畜産物を提供し、地域色を売りにした販売を強化して
いく事業

株式会社
カゴシマバンズ

鹿児島県 霧島市 平成26年4月

13
豚肉の卸売事業ならびにイートイン・直
売所運営事業

養豚事業者が販売会社を設立、独自ブランドによる飲食店の出店、直売
所・通販での直接販売、外食事業者等への卸売を通じて更なる販路拡大
を目指す事業

株式会社ひこま豚 北海道
茅部郡
森町

平成26年5月

14
国産農畜産物や地域の銘柄豚・鶏原料
を活用した外食店舗事業

農業者団体が、食品加工・外食事業に実績を有するパートナーのノウハ
ウを活用し、外食事業に進出・多店舗拡大を行うことで、原材料の付加価
値向上を目指す事業

株式会社
Ｊ－ＡＣＥひびき

埼玉県 川越市 平成26年5月

15
長野県産ブドウを活用した長野ワイン
（NAGANO WINE）のブランド化を志向す
るワイナリー事業

ぶどう・りんごの生産者と地元の生産者団体等が、長野県が推進する「千
曲川ワインバレー」と連携し、ワイン及びシードルの醸造・販売を行う事業

日本ワイン農業
研究所株式会社

長野県 東御市 平成26年5月

16
西粟倉村の間伐材を利用しての「オリジ
ナル割り箸」「無垢床タイル」への加工及
び販売

西粟倉村の間伐材を原材料とした加工品を製造、販路拡大を推進するこ
とで、バリューチェーンを形成し、間伐材の付加価値向上を目指す事業

株式会社
西粟倉・森の学校

岡山県
英田郡

西粟倉村
平成26年5月
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17
地域資源である「媛っこ地鶏」を活用した
生肉・加工品販売ならびに飲食事業

愛媛県のブランド鶏である「媛っこ地鶏」の生産者が加工販売の拡大に加
え、新たに飲食店・直売所に進出、「媛っこ地鶏」の更なる販売拡大を目
指していく事業

株式会社いなほ農園 愛媛県 八幡浜市 平成26年5月

18
自社生産の野菜による業務用及び市販
用カット野菜サラダの製造・販売事業

熊本県の生産者が青果卸会社と連携し、カット野菜・カット果物サラダ等
の製造販売事業に進出することで、原材料の付加価値向上を目指す事
業

西日本フレッシュ
フーズ株式会社

熊本県 熊本市 平成26年5月

19
サンシャイントマトを核とした生産・加工・
交流施設の整備、ならびに新商品の開
発・製造・販売事業

福島県の農業者がパートナーの加工ノウハウ・販路を活かして、トマト加
工品の製造販売、直売所運営、レストラン運営事業に進出し、被災地の
復興を目指す事業

株式会社
ワンダーファーム

福島県 いわき市 平成26年5月

20
業務用カット野菜・漬物の製造・販売に
よる６次産業化

千葉県香取市の農業者が地元の加工業者と連携し、地元産の野菜を中
心とした青果の選果・販売、業務用カット野菜の製造・販売、漬物の製造・
販売を行う事業

香取プロセス
センター株式会社

千葉県 香取市 平成26年5月

21
カット野菜の製造・販売による６次産業
化

長野県の農業者が、各地の農業者・JAや青果会社と連携して産地リレー
体制を構築し、業務用や消費者向けカット野菜の製造・販売、青果品の
販売を行う事業

株式会社
フレッシュベジ
加工

長野県 長野市 平成26年5月

22
高性能の冷蔵設備・殺菌システムを導
入した２次加工場の整備による、高品質
しらす加工品の製造・販売事業

しらすの漁業者が、量販店・外食店の需要に応じた付加価値の高い手法
によるしらすの加工を行い、販売を全国に拡張していく事業

株式会社佐田岬の鬼 愛媛県 松山市 平成26年5月

23

新潟産ワイン用ぶどうを使用したワイン
の開発・地元産を中心とした食材・花卉
等の販売事業、ワインを活用した飲食事
業

ぶどう生産者がワイン醸造・販売等を行う事業者と連携、新たな顧客層向
けワインの企画生産や、周辺農業者等から供給を受けた農畜産物と併せ
て販売・飲食事業を展開していく事業

株式会社
にいがた
ワインビレッジ

新潟県 新潟市 平成26年6月

24
６次産業化による石川県産米のブランド
化・販売拡大戦略事業

農業者団体が出資する事業者が、組合員等が生産する石川県産米を使
用した寿司加工品等の新商品開発や、直売施設を出店し、新販路を拡充
し、新しい生産者との連携、付加価値の高い販売を行う事業

株式会社米心石川 石川県 金沢市 平成26年7月
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25
地域の農産物から製造した野菜加工
品、畜肉、果実加工品、乳製品等を組み
合わせた新商品の製造販売

地域の生産者が、パートナーの販路・ノウハウを活用し、熊本県産農畜産
物の加工品（野菜セットパック・ドライエイジングビーフ等）製造及び販路
拡大を推進することで、原材料の付加価値向上を目指す事業。

株式会社マース 熊本県
上益城郡
益城町

平成26年7月

26
農業者主導による東北における新たな
農業流通の仕組作りプロジェクト

山形県の果樹農家が、食品流通・加工・外食事業の実績のあるパート
ナーの販路・ノウハウを活用し、ギフトマーケットや輸出等、果物の販路拡
大を推進することで、新たなバリューチェーンを形成し、原材料の付加価
値向上を目指す事業

株式会社
アグリゲート東北

山形県
西村山郡
河北町

平成26年8月

27
農産物仕入販売における産地リレーの
強化と農産物の加工・販売事業

茨城県の野菜農家が関東・四国・九州の生産者と連携して、契約栽培に
よりトレーサビリティーが明確な野菜等の周年出荷等を実現し、集荷・加
工業者への販売力・価格交渉力の強化を目指すもの

株式会社
ジャパンアグリ
イノベーション

茨城県 古河市 平成26年8月

28
真空低温調理法を用いた加工品の製
造・販売

農業者団体が、新たな技術（真空低温調理法）を導入し、また、商品開発
等のノウハウ・販路のネットワークを持つ企業との連携により、主に外食
店向けの国産農畜産物の加工・販売に進出することで、原材料の付加価
値向上を目指す取組

株式会社
ピュアディッシュ

千葉県 千葉市 平成26年8月

29 銘柄豚を活用した外食店舗事業
千葉県の養豚農家が、自ら生産したブランド豚「なでしこポーク」を主材料
として、外食事業に進出することで、生産から加工・販売へ繋がるバ
リューチェーンを形成し、農畜産物の付加価値向上を目指す事業

東京デリカテッセン
株式会社

千葉県 旭市 平成26年8月

30
養殖垂直統合体による包括的マーケ
ティングプロジェクト

全国各地の鰤（ブリ）の養殖漁業者が種苗改良育成技術を持つ大学発ベ
ンチャー企業とともに、新たな加工技術や海外に販路を持つパートナーと
連携し、鰤を中心とした養殖魚をフィレ加工し、国内外に販売していく事業

株式会社食縁 和歌山県 新宮市 平成26年8月

31
青森県産りんごを原材料とするカットり
んご等の製造・販売事業

青森県の農業者が、地元で生産したりんごを使用し、カットりんごを始め
とした新商品の開発や新たな販路開拓を行うことで、原料りんごの付加
価値向上を目指す事業

株式会社ヒロサキ 青森県 弘前市 平成26年9月

32
「足利農畜産物」の６次産業化（加工/カ
フェ事業）を通じた付加価値向上プロ
ジェクト

栃木県足利市の農畜産業者が、菓子を中心とした加工食品を製造・販売
する地元のパートナー事業者とともに、地元産の農畜産物の特色を活か
した加工食品の製造・販売を行う事業

株式会社つちのか 栃木県 足利市 平成26年9月
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33
淡路島産玉ねぎを主体とした地場野菜
の、低菌高風味などの差別化乾燥野菜
加工事業

淡路島の生産者が、パートナー事業者のノウハウ・販路を活用し、淡路島
産原料を中心とした国産乾燥野菜（たまねぎ等）の製造・販売を行うこと
で、淡路島産野菜等の販売拡大及び付加価値向上、地元農業の振興を
目指す事業

株式会社
特産野菜ネット

兵庫県 南あわじ市 平成26年9月

34
新鮮で安心・安全なキャベツ・白菜の生
産と廃棄ロスを無くしたキムチ等の加
工・販売事業

農業者と広島県内の生産者が生産する農産物を主体に、６次化事業体
が生産する農産物を加え、パートナー企業の販売ノウハウを活用した地
域色やストーリーを提案する新たな流通方式を通じ、安定販売を目指す
事業

株式会社
アグリンク
エブリイ広島

広島県 福山市 平成26年9月

35 阿波ポークを活用した外食店舗事業
徳島県の養豚業者が、自ら生産した「阿波ポーク」の多様な部位を活用
し、新たな業態の外食事業に進出することで、原材料の付加価値向上と
販路の拡大を目指す事業

株式会社はらだ牧場 徳島県 美馬市 平成26年11月

36
岡山県産農産品を活用した外食店舗及
び加工品販売事業

岡山県の野菜生産農家が、自ら生産したトマト等に加え、地場食材を原
材料とした料理を提供する古民家レストランの運営及び加工品の開発・
販売に進出することで、生産から加工・販売へと繋がるバリューチェーン
を形成し、原材料の付加価値向上を目指す事業

里山アグリ株式会社 岡山県 倉敷市 平成26年12月

37
国産原材料を活用した惣菜等の製造販
売

静岡・三重の農業者が中心となって、和食をテーマに農産物の加工品
（惣菜、ハム等）の製造・販売により、原材料の付加価値向上や販路拡大
を目指す事業

株式会社
食のかけはし
カンパニー

沖縄県 うるま市 平成26年12月

38
さつまいも及び栗等の加工品製造・販売
事業

茨城県のサツマイモ生産者及び栗生産者が、パートナーが有する新たな
加工ノウハウと販路を活用し、地元原材料を利用した干し芋、ペースト等
の加工品の販売に進出することによって、農産物の付加価値向上を目指
す事業

もったいねーべ
株式会社

茨城県 水戸市 平成27年1月

39
茨城県産野菜を利用した加工・製造（冷
凍惣菜・冷凍食品等）、販売及び卸売事
業

茨城県の農業者団体が、茨城県産野菜を使用し、パートナー企業の技術
や販路を活用して、冷凍総菜の加工・製造及び販売を行い、原材料の付
加価値向上と販路拡大を目指す事業

株式会社茨城もぎたて
ファクトリー

茨城県
東茨城郡
茨城町

平成27年1月

40
苗生産者と種苗・園芸資材販売業者が
共同で設立した苗小売・農産物直販事
業

野菜苗・花苗等の生産者が、種苗及び園芸資材の小売事業に進出する
ことで、生産から販売へと繋がるバリューチェーンを形成し、原材料の付
加価値向上と販路拡大を目指す事業

ファンガーデン株式会社 愛媛県 松山市 平成27年1月
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事業者

41
自社牧場生産牛肉（パイン牛）のドライエ
イジング加工と生食用加工品の開発及
び販売

宮崎県の肉牛生産者が、独自の方式で肥育して差別化した黒毛和牛を、
生食用牛肉等に加工・販売することにより、畜産物の付加価値向上や販
路の拡大を目指す事業

株式会社岡崎牧場 宮崎県 宮崎市 平成27年1月

42
畜産加工販売事業
（牛肉）

鹿児島県の和牛肥育農家が、地元生産牛肉としてのブランド化を図り、
精肉販売に加え、熟成肉の加工販売を展開することで、原材料の付加価
値向上と販路の拡大を目指す事業

株式会社
さつま福永牧場

鹿児島県
薩摩郡

さつま町
平成27年1月

43
北海道産玄そばを活用したそば粉製造・
販売事業

北海道の玄そば生産者が、消費者の国産志向が高まる中、自らの生産
物を含め北海道産そばを地元で製粉し、北海道産そばの付加価値向上
及び販売拡大を行うことによって、北海道農業の振興を目指す事業

北海道そば製粉
株式会社

北海道 苫小牧市 平成27年2月

44

在来和種馬（どさんこ）を活用した集客手
法を用いての、飲食・物販事業、食品加
工事業運営による地元産農産物の高付
加価値化を目指す事業

北海道の生産者が、自らが運営を行う体験型観光施設を活用し、乗用馬
の調教・販売、道産野菜を活用した加工品の販売・飲食店の運営を行う、
農観連携による道南の地域活性化事業

株式会社
どさんこミュゼ

北海道
亀田郡
七飯町

平成27年2月

45
ブランド牛の生産・加工・販売一貫体制
の構築

岩手県の和牛肥育農家が連携して、地域循環型畜産に取組み、県内産
黒毛和牛ブランドの底上げを図るとともに、高鮮度冷凍技術の導入による
高鮮度での通年供給を実現することで、消費者ニーズに応えた販路拡大
を目指す事業

株式会社岩手ファーマーズ
ミート

岩手県 奥州市 平成27年2月

46
しいたけの生産・加工・販売及び菌床製
造・販売

山口県のしいたけ生産者が、周辺農家等と連携し、大手スーパー・量販
店等への新たな販路拡大により、生産から加工・販売へと繋がるバリュー
チェーンを形成することで、原材料野菜の付加価値向上を目指す事業

株式会社さんまいん 山口県 美祢市 平成27年2月

47
能古島産の純粋で高品質なはちみつと
地域の農産物（果樹・野菜類）を活かし
た加工品等の製造・販売事業

福岡県の養蜂農家が、 はちみつ加工品の製造販売を行うとともに、パー
トナーの販路や営業ノウハウ等を活用し、はちみつ製品の新たな販路を
開拓することによって、福岡産はちみつ及び農産物の付加価値向上と販
売拡大を目指す事業

株式会社ヴァンベール
フーズ

福岡県 福岡市 平成27年2月

48
馬油・馬プラセンタと地元の農産物を
使った健康食品・化粧品の原料加工・販
売

熊本県の農業者が、自らが生産した大豆、馬油、プラセンタエキス等を原
材料とした健康食品や化粧品原料を製造・販売して原材料の付加価値向
上及び販路拡大を目指す事業

創成株式会社 熊本県
上益城郡
御船町

平成27年2月
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事業者

49 ワクチン苗等の野菜苗の生産・販売

野菜苗の生産者が、需要者のニーズを踏まえ、福島県に、ワクチン接種
や接ぎ木型の野菜苗の生産・加工を行う太陽光・人工光併設型の育苗工
場を設立し、生産者団体であるパートナーの販路を活用して新たな販路
開拓を行うとともに原材料の付加価値向上を目指す事業

ベルグ福島株式会社 福島県
伊達郡
川俣町

平成27年3月

50
あかね土鶏を使用した鶏すき、鶏水炊
き、鶏しゃぶの提供を主体とした飲食店
事業

福岡県の養鶏農家が、原材料にこだわる飲食店に対する消費者ニーズ
が高まる中、自ら生産した鶏卵、鶏肉を活用した外食事業を展開すること
により、原材料の付加価値向上と販路拡大を目指す事業

株式会社タケノ
フードサービス

福岡県 福岡市 平成27年3月

51
自社グループで生産する牛肉・馬肉を提
供する焼肉店の経営

熊本県の畜産業者が、地産地消や良質な食材へのニーズの高まりを背
景に、自ら生産したブランド牛肉や馬肉を用いた特色ある外食事業に進
出することで、ブランド力向上を図り、販売拡大、地元農業の振興を目指
す事業

株式会社
ファームクリエイト

熊本県
菊池郡
菊陽町

平成27年3月

52
国産農産物を活用した海外の直売所販
売、宅配サービス及び卸売事業

茨城県の野菜生産者が、鮮度を保持する技術を活用し、パートナーが有
するノウハウと販路を活用して輸出することで、原材料の付加価値向上と
販路拡大を目指す事業

株式会社みずほジャパン 茨城県 つくば市 平成27年４月

53
和歌山県紀南地区産水産物の仕入・加
工・販売事業

和歌山県の漁業者団体が、パートナーの販路等を活用して、和歌山県南
部産の魚類（クロマグロ）・海藻（ひじき）等の加工・販売と、規格外魚の鮮
魚パックとしての販売により、原材料の付加価値向上と販路拡大を目指
す事業

くしもと両濱株式会社 和歌山県
東牟婁郡
串本町

平成27年４月

54 茶及び大麦若葉の加工・販売事業
宮崎県の茶・大麦若葉等の生産者が、自らの生産品を原料として、有機
抹茶・粉末茶及び乾燥大麦若葉に加工し、パートナーのノウハウを活用
し、輸出を含む国内外への販路拡大を目指す事業

株式会社シイカトウ 宮崎県 小林市 平成27年４月

55
新潟県産米の輸出拡大に向けた輸出用
米の生産・乾燥調整施設の運営および
販売事業

新潟県の米生産者が、地域生産者と連携し、先進営農機械化システム・
直播技術等を活用して生産した新潟産の米を、近年需要が拡大傾向に
あるアジア諸国を中心に輸出し、現地精米をすることで、販路拡大を目指
す事業

株式会社新潟農商 新潟県 新潟市 平成27年４月

56 えのき茸等の冷凍加工事業
長野県のきのこ生産者が、冷凍カットきのこを製造し、給食・外食等事業
者に販売を進めることで、生産から加工・販売へと繋がるバリューチェー
ンを形成し、原材料の付加価値向上を目指す事業

株式会社
柿の木冷温フーズ

長野県 長野市 平成27年５月
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57
地場産のこんにゃく芋で生産する冷凍用
こんにゃく等の製造販売事業

岐阜県のこんにゃく芋の生産者が、自らの生産品を原料として、新たな用
途である冷凍食品用のこんにゃく及び飛騨野菜ペースト入り刺身こんにゃ
くを製造し、新たな販路を開拓することにより、農産物の付加価値向上と
販売拡大を目指す事業

株式会社
マンナン工房ひだ

岐阜県 下呂市 平成27年５月

58
黒毛和牛を利用した焼肉店及び精肉販
売事業

熊本県の和牛繁殖・肥育農家が、地場食材を利用した飲食店に対する消
費者ニーズの高まりを背景に、自ら生産した黒毛和牛及び近隣農家によ
る生産物を活用し、地産地消がテーマの外食事業及び精肉店事業に進
出することで、原材料の付加価値向上と販路拡大を目指す事業

株式会社
グローバルワークス
サイトウ

熊本県
菊池郡
大津町

平成27年６月

59
仁木町と周辺地域の果樹（ブドウ）を原
料とした地元産ワインの生産・販売事業

北海道のぶどう生産者が、地元産ぶどうを原材料としたワインの醸造・販
売を行うとともにワインを楽しむことができるレストラン・物販店等を運営
し、パートナーの販路や広告宣伝力等を活かして販路拡大を行うことで、
原材料の付加価値向上を 目指す事業

株式会社
NIKIHillsヴィレッジ

北海道 余市郡
仁木町

平成27年７月

60
北海道余市産等のぶどうを活用したワイ
ンの製造・販売事業

北海道のぶどう生産者が、地元産ぶどう等を原材料とした高品質なワイ
ン製造を行い、高級レストラン・ホテルへの販売やパートナーの販路を活
かした販売を行うことで、生産から加工・販売へと繋がるバリューチェーン
を形成し、原材料の付加価値向上を目指す事業

株式会社平川ワイナリー
北海道 余市郡

余市町
平成27年７月

61
産地リレーによる多品目小ロットのカット
野菜等の製造・販売事業

長野県の生産者が、北関東と九州の生産者と連携して供給する野菜等を
原材料として、パートナーの商品開発・販売ノウハウ等を活用し、「野菜の
機能性を求める」消費者ニーズに応えたカット野菜等の加工品を開発・製
造・販売することで、原材料の付加価値向上を目指す事業

株式会社サルテリア 東京都 八王子市 平成27年７月

62
びえい和牛等美瑛産農畜産物を使用し
たオーベルジュ事業及び惣菜製造事業

北海道美瑛町の和牛・乳牛肥育農家が、自ら生産した「びえい和牛」をは
じめとした町内産農畜産物を用いた料理を提供するオーベルジュ（宿泊
施設付レストラン）及びデリカテッセンを展開することで、農畜産物の付加
価値向上を目指す事業

美瑛ファーマーズ
マーケット株式会社

北海道 上川郡
美瑛町

平成27年８月

63
マンゴー・原木椎茸の加工品製造販売
事業

沖縄県の果樹生産者、及び広島県の椎茸生産者が、地域の生産者や食
品製造企業と連携し、マンゴープリン、乾燥椎茸等の加工品の製造、販
売に進出することで、原材料の付加価値向上と販売拡大、地元農林業の
振興を目指す事業

ひのっ子ファーム
株式会社

広島県
安芸郡
坂町

平成27年８月

64
長期保存可能な冷凍技術を用いた養殖
魚の冷凍・加工販売事業

愛媛県の養殖業者が、独自の冷凍加工技術を有する地域の加工業者と
提携して、養殖魚（ブリ、カンパチ、真鯛）の鮮度を保持する加工を施し、
パートナー企業の販路を活用し、国内外の新たな販路開拓を行う事業

株式会社宇和島海道 愛媛県 宇和島市 平成27年８月
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65
新潟市国家戦略特区「農家レストラン」を
活用したステーキレストラン及び焼肉店
事業

新潟県新潟市の肉牛肥育農家が、地元産肉牛をはじめとした近隣農畜
産物を用いた料理を提供するステーキレストラン及び焼肉店を展開する
ことで、農畜産物の付加価値向上を目指す事業

株式会社藤田牧場 新潟県 新潟市 平成27年９月

66
輪島市門前町で行うこだわり農産物を
使ったカフェ＆レストラン事業

石川県輪島市の醸造用ブドウ農家が、自ら生産したブドウを使ったワイン
をはじめとした地域産農水畜産物を用いた料理を提供するレストラン及び
物販店を展開することで、農水畜産物の付加価値向上を目指す事業

株式会社ハイディホフ 石川県 輪島市 平成27年９月

67
塩田跡地を活用した養殖牡蠣の輸出、
車エビ、バナメイエビの販売事業及び飲
食事業

広島県豊田郡大崎上島町の漁業者が、自ら養殖した生食用殻つき牡蠣
の輸出及び車エビ、バナメイエビの国内販売を行うとともに、養殖池に併
設した外食店を運営することにより、ブランド力向上を図り、水産物の付
加価値向上を目指す事業

株式会社ファームスズキ 広島県
豊田郡

大崎上島町
平成27年９月

68
国産広葉樹の木材を用いた家具・クラフ
トの製造販売及び国産材を使用した空
間の提供事業

岐阜県の林業者が、各地の林業者と提携して広葉樹や間伐材を用いた
家具クラフト等の製造販売と、家具・小物・アロマ等をセットにした空間の
企画販売を行う事業

オークヴィレッジ株式会社 岐阜県 高山市 平成27年９月

69
国産はちみつを用いた加工品（はちみつ
カステラ等）の製造・販売事業

三重県の養蜂農家が、自らのはちみつを用いた加工品を、小売店舗、通
信販売等の多様なチャネルを活用して販売することで、原材料の付加価
値向上を目指す事業

有限会社松治郎の舗 三重県 松阪市 平成27年10月

70
漁業協同組合による地元鮮魚を食材と
したレストラン事業

鹿児島県の漁業者団体がブリやタイをはじめとした水産物を用い、養殖
場に併設した観光客向け外食店の運営や加工品の商品企画開発・仕入
れ販売を行うことにより、水産物の付加価値向上を目指す事業

株式会社ＪＦＡ 鹿児島県
出水郡
長島町

平成27年10月

71
被災農地復興のための名取北釜産野菜
販路開拓事業

東日本大震災で被災した宮城県の農業者が、周辺農業者と連携し、パー
トナーのネットワークを活用して需要に応じた野菜の集荷・販売事業を展
開することにより、宮城県産野菜の付加価値向上を目指す事業

株式会社
エヌ・ケー・エフ

宮城県 名取市 平成27年11月

72
国内外の米の新規需要に対する米の加
工・販売事業

神奈川県の米生産者が、他県の米生産者、炊飯及び米のブレンドのノウ
ハウを保有するパートナーと連携して、実需者のニーズを踏まえた生産
物を安定的に供給することにより、輸出を中心とした販路拡大と再生産可
能な価格での長期取引の確立を目指す事業

ライスフロンティア
株式会社

神奈川県 横浜市 平成27年11月

9
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73 種子・種苗の加工製造販売事業
福岡県の種苗生産者が、地域の生産者と連携して、野菜の販売種子を
国内にて生産し、国産の種子を求める事業者等への販売事業に進出す
ることで、原材料の付加価値向上と地域農業の活性化を目指す事業

西日本タネセンター
株式会社

福岡県 福岡市 平成27年11月

74
長崎県五島における、クエ・ホシガレイ
養殖及び加工事業

長崎県の漁業者団体及びその組合員の漁業者がクエやホシガレイを始
めとした五島産水産物の販売、加工品の製造・販売を行うことにより、地
域産品のブランド化を図るとともに、水産物の付加価値向上を目指す事
業

株式会社
五島ライブカンパニー

長崎県 五島市 平成27年11月

75
自社グループ・地域（南九州）畜産農家
で生産された牛肉を提供する多様な外
食業態の経営

鹿児島県を中心とする南九州の畜産事業者が、パートナーである商社、
飼料製造会社、食品製造会社等のノウハウを活用して、エサ作りから繁
殖、肥育まで一貫生産した黒毛和牛等を提供する外食事業等を拡大し、
牛肉をはじめとした地域の農畜産物の付加価値向上を図りつつ、持続・
発展可能な畜産経営の構築を目指す事業

株式会社
ビースマイルプロジェクト

鹿児島県 鹿児島市 平成27年12月

76
多度津町産オリーブを活用したオリーブ
製品の製造・販売事業

香川県のオリーブ生産農家が、自らのオリーブを用いた加工品を、小売
店舗、通信販売等のチャネルを活用して販売することで、原材料の付加
価値向上を目指す事業

株式会社蒼のダイヤ 香川県
仲多度郡
多度津町

平成27年12月

77 海外への玄米輸出事業
秋田県の米生産者が、パートナーが持つ米の輸出・販売のノウハウを活
用し、自ら生産する米（玄米）をシンガポールを主とする東南アジア諸国
に輸出・販売することで、国産玄米の付加価値向上を目指す事業

秋田屋株式会社 秋田県 横手市 平成28年1月

78 椎茸等の農産物の北米向け輸出事業

北海道、群馬県等の椎茸生産者が、自らの生産する米国の有機栽培認
証を受けた椎茸を、協力農家の生産する長芋、温州みかん、米等の農産
物と共に北米に向けて輸出・販売することで、農産物の付加価値向上を
目指す事業

株式会社エフ・エフ・ティー 東京都 台東区 平成28年1月

79
滋賀県産の湖魚・米等を使った料理を提
供する飲食事業

滋賀県の養殖漁業者及び米生産者が、パートナーが持つ飲食店運営の
ノウハウを活用し、自ら生産する鮎・ビワマスや米を活用した飲食事業に
進出することで、農水産物の付加価値向上を目指す事業

株式会社ゼロサン 滋賀県 長浜市 平成28年1月

80
阿蘇地域の農畜産物を活用するオーベ
ルジュ事業及び通販事業

熊本県の米・野菜生産者が、自らの生産物を活用した高級オーベルジュ
を運営し、宿泊者に対して地域の農畜産物の料理を提供するとともに、一
般消費者に対し加工品等の通信販売をすることで、農畜産物の付加価値
向上と地域の活性化を目指す事業

株式会社プログレア 熊本県 阿蘇市 平成28年1月
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事業者

81 国内農畜産・水産物の輸出販売事業

国内の複数の生産者（農産、水産、畜産）が連携し、国内における輸出集
荷機能と海外における飲食事業及び関連事業を有した会社を設立。
単独では輸出困難な少量多品種の生産物の販路開拓と安定供給を実現
し、生産物の付加価値向上と日本産農林水産物のブランドの構築を目指
す。

株式会社食の劇団 東京都 千代田区 平成28年2月

82
家畜排泄物を原料としたバイオマス
発電事業

清水町の畜産農家等の家畜排せつ物を原料とし発電・売電を行い、併せ
て発電工程で生成される液肥の販売を行うことで、従来付加価値を生ん
でいなかった家畜排せつ物の有効活用を図り、畜産農家の所得向上を目
指す事業

株式会社
御影バイオエナジー

北海道
上川郡
清水町

平成28年2月

83
東京都内における小規模青果店（マル
シェ）及び飲食事業

千葉県の野菜生産者が、パートナーの農産物調達、店舗開発ノウハウを
活用した青果店、外食事業を展開することで、自ら生産する有機野菜を
中心とした農産物の販路を拡大し、農産物の付加価値向上を目指す事業

キャロット&ベジタブル
株式会社

千葉県 富里市 平成28年3月

84 高山村産ワインの開発・醸造・販売事業
長野県上高井郡高山村のぶどう生産者が、地元産ぶどう等を原材料とし
たワイン製造を行い、村内外の消費者への販売やパートナーの販路を活
用した販売を行うことで、農産物の付加価値向上を目指す事業

株式会社信州たかやま
ワイナリー

長野県
上高井郡
高山村

平成28年3月

85
飛騨産農産物の規格外品等の有効利
用による１次農産品加工事業

岐阜県高山市の野菜生産者が、飛騨地区産の未利用ほうれん草等を活
用し、業務用加工品の製造・販売を行うことで、農畜産物の付加価値向
上を目指す事業

ミチナル株式会社 岐阜県 高山市 平成28年3月

86 京野菜の冷凍野菜製造・販売
京都府の野菜生産者が、自らが生産した京野菜を原材料として、パート
ナーのノウハウを活用した冷凍京野菜を製造することで、新たな市場を開
拓し、農産物の付加価値向上、安定販売を目指す事業

こと京野菜株式会社 京都府 京都市 平成28年3月

87
学校給食及び高齢者施設食・介護食の
提供事業

広島県の米・野菜生産者が、地域生産者と連携して供給する農産物を、
パートナーの開発・加工ノウハウを活用し、学校給食及び病院・企業の食
堂運営受託、高齢者施設への惣菜販売を展開することで、農産物の付加
価値向上を目指す事業

広島アグリフードサービス
株式会社 広島県 広島市 平成28年3月

88 岩手県久慈市木質バイオマス発熱事業
岩手県久慈市の林業者が、未利用材及び廃菌床を熱源とした温水や乾
燥木質チップ等を製造・販売することで、未利用材等の有効活用を図り、
林業者の所得向上を目指す事業

久慈バイオマスエネルギー
株式会社

岩手県 久慈市 平成28年4月
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89 キクラゲの乾燥加工・販売
岡山県のキクラゲ生産者が、大手外食チェーン等への新たな販路拡大に
より、生産から加工・販売へと繋がるバリューチェーンを形成することで、
キクラゲの付加価値向上を目指す事業

株式会社ビナン食販 岡山県 総社市 平成28年4月

90
隠岐牛と隠岐の海産物を使ったメニュー
を提供する高級日本料理店事業

島根県隠岐郡海士町の肉牛肥育農家及び漁業者が、地元産高級ブラン
ド牛や海産物を活用し、飲食店を出店することで、地域産品の付加価値
向上・ブランド化を目指す事業

株式会社隠岐牛 島根県
隠岐郡
海士町

平成28年4月

91
鹿島市の酒蔵通りにて行う佐賀県産米
を使った日本酒・米菓の製造・販売事業

佐賀県の米生産者が、地元産の米を原材料とした日本酒の醸造や米菓
の製造に取組み、パートナーの持つ製造ノウハウ、販路を活用して販売
拡大することで原材料の付加価値の向上を目指す事業

株式会社峰松酒造場 佐賀県 鹿島市 平成28年4月

92
（株）オークリーフ牧場飼育の「未来めむ
ろうし」をはじめ、十勝の農畜産品を食材
としたレストラン事業

北海道十勝地区の肉牛肥育農家が、自ら生産した牛肉と、連携する周辺
農家が生産する農産物を用いた外食事業を展開することにより、原材料
の付加価値向上を目指す事業

ウイシア株式会社 北海道
河東郡
音更町

平成28年5月

93
香川県産牛肉のシンガポールへの輸
出・販売事業

香川県仲多度郡まんのう町の肉牛肥育農家が精肉卸であるパートナーと
連携して、実需者のニーズを踏まえた生産物を安定的に供給することに
より、シンガポールへの輸出を中心とした販路拡大と再生産可能な価格
での長期取引の確立を目指す事業

株式会社JAPAN BEEF
COMMUNICATION

香川県
仲多度郡
まんのう町

平成28年5月

94
イタリアン葉野菜等の生産及び各種加
工品の製造販売事業

愛知県の生産者が、パートナーの加工ノウハウ・販路を活用することで、
西洋葉物野菜を中心とした農産物の卸販売、カット野菜及び加工品の製
造販売を行う事業

株式会社
フードラボファクトリー

愛知県 知多市 平成28年6月

95
沖縄県伊平屋島近海産一本釣りキハダ
マグロ等の販売事業

沖縄県伊平屋島を中心とする離島周辺で漁獲・水揚げされたキハダマグ
ロ等の水産物について、パートナーと連携した販売を行うことで、生産か
ら加工・販売へと繋がるバリューチェーンを形成し、原材料の付加価値向
上を目指す事業

Marine Link株式会社 沖縄県
島尻郡

伊平屋村
平成28年6月
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