
６次産業化の取組事例集

平成２８年２月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 掲載情報は編集時点のものです。常に最新のものとは限らないこと

をご了承ください。 

○ それぞれの事例は、事業者様のご好意により掲載させていただいて

おります。掲載事業者様へのお問い合わせや視察等をお考えの際は、

各事業者様の活動の妨げとならないよう、ご配慮願います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事例集は、平成 27 年 12 月に作成した「６次

産業化の取組事例集」について、情報の更新を行

い、平成 28 年２月時点で取りまとめたものです。 

今後さらに、事例収集、情報の更新に努めてまい

ります。 

利用上の留意点 

【お問い合わせ先】 

農林水産省食料産業局産業連携課 

担 当：企画班 

ＴＥＬ：０３－３５０２－８２４６ 



①個別の農林漁業者による取組

取組名 取組主体 都道府県 項

失敗を恐れず何事にもチャレンジ！
自社産有機小麦を活用したパンの開発・販売

有限会社営農企画 北海道 1

まごころ込めて栽培するミニトマトを消費者へ
レトルト食品、業務用加工品等の製造・販売

有限会社まごころ農場 青森県 2

耕作放棄地を果物畑へ！
加工用フルーツを用いた新商品開発

有限会社サンファーム 岩手県 3

多角化、大規模化、効率化により確立する「日本農業の新し
い仕組み」

株式会社舞台ファーム 宮城県 4

農業を「食業」に！
身近にある資源の価値を引き出した「農村産業」の展開

有限会社伊豆沼農産 宮城県 5

手作りにこだわった自慢のトマトを使った加工品製造と作り
たてのトマト料理を提供するファームカフェ

デリシャスファーム株
式会社

宮城県 6

地場農産物を使用した商品へのニーズを捉え雇用を創出する
新ビジネスにチャレンジ

農事組合法人美郷サン
ファーム

秋田県 7

見た目で驚き、味にも驚くジャンボマッシュルーム
有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 8

明治元年創業の老舗５代目が発想した米粒状・麺状のこん
にゃく加工品の企画・販売

有限会社紙屋商店 福島県 9

新たな地域特産品開発で「会津産コシヒカリ」や「喜多方
ラーメン」とコラボレーション

瓜生　和徳氏 福島県 10

「来る人には楽しみを！帰る人には喜びを！」
里山の景観が自慢のレストランでゆとりの空間を提供

有限会社森ファーム
サービス

茨城県 11

大根産地リレーによる高品質な「大根つま」の周年安定供給 有限会社ナガタフーズ 茨城県 12

みんな満足にっこり笑顔！
「完熟にっこり梨」を使った地サイダー・あめの製造・販売

金田果樹園 栃木県 13

子供の頃からの夢を実現させた自家産牛乳及び山羊乳を利用
したチーズ工房

有限会社那須高原今牧
場

栃木県 14

種豚農家の若き３代目の挑戦！
手づくりハム工房と田舎レストラン事業

有限会社星種豚場 栃木県 15

目次（類型別）



子供に安心できるハンバーグを食べさせたい！
妻の一言から決意した自慢の自家肥育牛の直接販売事業

国分牧場 埼玉県 16

充実の体験メニュー！
ブルーベリー農園のジャム作りとファン作り

野口農園 埼玉県 17

自分が食べて感動したブランド豚「幻霜ポーク」の魅力を関
東で発信

株式会社惣左衛門 千葉県 18

駅から５分、住宅地の中にある都市型酪農ファーム 磯沼ミルクファーム 東京都 19

横浜育ちの牛乳「ハマッ子牛乳」の地域ブランド化
～地元の農産物を活用したジェラートの開発～

有限会社相澤良牧場 神奈川県 20

自社農産物を有効活用！
直販・直営カフェ・加工品開発による事業拡大

株式会社くだもの厨房
フクヨシ

山梨県 21

遊休農地を解消して特産の果実で地域を元気にしたい！
特産品果実の通年販売を目指した農産物加工への挑戦

有限会社マルサフルー
ツ古屋農園

山梨県 22

付加価値向上を狙いワイン用ぶどうをワイン以外の新商品へ
活用

奥野田葡萄酒醸造株式
会社

山梨県 23

気軽に農業体験が楽しめる憩いの場を提供したい！
地域資源であるブルーベリー「森のサファイア」をブランド
化

株式会社未来農業計画 長野県 24

故郷はワイン用葡萄の栽培好適地
ゼロからのワイン造りが地域を動かす

楠わいなりー株式会社 長野県 25

観光地白馬で作られた安心安全な「おいしい」を直接消費者
に届けたい！～体験＋飲食＋販売による高付加価値化～

有限会社ティーエム 長野県 26

「牛さんありがとう」～全ては良質な生乳生産から～
高品質な生乳を用いた自社ブランドの確立

株式会社いでぼく 静岡県 27

鮮度の高い農産物を都市部の住民にも食べてほしい！
都市近郊農業の強みを生かした直売所の運営

有限会社ＡＦカガヤキ 新潟県 28

美味しい！その笑顔のために
本場ドイツ仕込みのハム、ソーセージ等への加工、販売

有限会社池多ファーム 富山県 29

地域再生の切り札である在来の梅を後世に残したい！
中山間地域農業再生の切り札～氷見稲積梅のブランド化事業
～

氷見稲積梅株式会社 富山県 30

幹線道路から一目でわかる桃色の建物
ランチや桃のスイーツ、ジュースを提供する農園カフェ

農工房長者株式会社 富山県 31

郷土の美しい風景を残すため、農業で町を活性化したい！
地域の活性化に向けて地場産業を創造～六条大麦の高機能性
ビール～

有限会社わくわく手づ
くりファーム川北

石川県 32



感動してもらえる魚を消費者へ！
鮮度維持に徹底的にこだわった海の６次産業化

株式会社鹿渡島定置 石川県 33

里芋との出会いは土地の神様との出会い！
乳製品アレルギーに対応する里芋スイーツ

ＳＦＶ生産農場 福井県 34

大豆と玄米でできたお肉！？
健康志向な玄米加工品の開発

株式会社マイセンファ
インフード

福井県 35

若狭町で頑固に守り育ててきた梅を生かしたい！
「紅映（べにさし）」を使った頑固な梅酒製造

株式会社エコファーム
みかた

福井県 36

女性目線で自慢のトマトで美しく、健康に！
自社生産したトマトを使用した加工品の製造販売

株式会社寺田農園 岐阜県 37

飛騨牛だけじゃない！
奥飛騨温泉郷「飛騨サーモン」のブランド化

株式会社穂高養魚場 岐阜県 38

豚一匹を余すことなく商品化！
飼育にこだわったブランド豚の直接販売

有限会社石川養豚場 愛知県 39

高級化路線への思いきった転換
とことん味にこだわったみかんのブランド化

有限会社すぎもと農園 三重県 40

就農時400万円の売上高から170倍以上の増加！
京野菜「九条ねぎ」の６次産業化

こと京都株式会社 京都府 41

山を守り山へ感謝
地元特産の北山杉を使った「お棺」の製造、販売事業

井口木材 京都府 42

棄てるものから活かすものへ
山の恵みに感謝したジビエ商品の加工、販売

有限会社田舎暮らし 京都府 43

日本一のぶどう産地だった頃の風景を取り戻したい！
創業１００年の老舗ワイナリーによる大阪ぶどう復活プロ
ジェクト

カタシモワインフード
株式会社

大阪府 44

豊かな自然やおいしいチーズなどにより癒やしを提供した
い！
都市型酪農から発信する新たな食文化の交流

有限会社レチェール・
ユゲ（弓削牧場）

兵庫県 45

鶏も人も生き生きと笑顔になれる牧場をつくりたい！
～平飼い、朝採れ、こだわりの飼料で生産するブランド卵
「天美卵（てんびらん）」の６次産業化～

有限会社ひよこカンパ
ニー

鳥取県 46

奥出雲の豊かな自然の中で、高品質のワインと食を楽しんで
もらいたい！～減農薬栽培のワインと地産地消レストラン事
業～

有限会社奥出雲葡萄園 島根県 47

古代の遺伝子を受け継ぐ特産品の「赤米」で地域の知名度アップ！
新しい赤米「あかおにもち」を活用した総社市の地域活性化事業

レッドライスカンパ
ニー株式会社

岡山県 48

試行錯誤の末につくり上げた高品質山ぶどうワイン
地域資源を生かした観光振興

ひるぜんワイン有限会
社

岡山県 49



低迷する米価や消費にも負けない！
米の高付加価値化～米粉パン等の新商品開発～

株式会社福田農場 広島県 50

開かれた牧場が提供する環境、体験、加工商品が地域に人を
呼ぶ

有限会社トムミルク
ファーム

広島県 51

とろろで元気に！
地方と都市をつなぐ地域活性化「グローカル構想」

やまいもまつり有限会
社

山口県 52

フランスで食べて感動したジャムを目指して！
瀬戸内海の島の果実による手作りジャム工房

株式会社瀬戸内ジャム
ズガーデン

山口県 53

新鮮な地魚の産直と料理で旬を提供し続けたい！
地魚の美味しさを伝えたい漁師による直売所と食堂経営

阿波橘海産 徳島県 54

恵まれたロケーションと健康志向のメニューで最高のおもて
なしを

きのこの里 徳島県 55

世界最薄水準！
間伐材を活用した「天然木極薄つき板」の開発

株式会社ビッグウィル 徳島県 56

イチゴも人も同じ空の下で・・・
地元農業者・異業種と連携した新事業の創出

株式会社スカイファー
ム

香川県 57

瀬戸内海の暖かい風に乗って
ミカンやオリーブの加工品の通信販売とカフェ事業

有限会社井上誠耕園 香川県 58

農業の魅力で地域を元気に！
観光農園、ジェラートショップ等の多角運営

有限会社広野牧場 香川県 59

生産農家との連携で地域を元気に！
地域コミュニティーの維持発展を目指した６次産業化による
取組

株式会社味彩 愛媛県 60

真っ赤なフルーツトマトへの情熱
栽培と製法にこだわったトマトジュースの販売

有限会社池一菜果園 高知県 61

ベジタリアンの鶏卵「コロンブスの茶卵」でスイーツ開発 株式会社ぶらうん 高知県 62

活き車えびにも負けない！
高度冷凍技術を用いた冷凍車えびの新しい販売方式

株式会社拓水 福岡県 63

地元「筑豊・田川」の野菜・果物にこだわりたい！
豊富なメニューのバイキングレストラン運営

有限会社ラピュタ
ファーム

福岡県 64

ねぎ一筋４０年！
土や水にこだわるねぎ名人の６次産業化

有限会社伊万里グリー
ンファーム

佐賀県 65

おいしいジュースをさらにおいしく！
減農薬栽培みかんを使用した冷凍ジュースの開発

合同会社田島柑橘園＆
加工所

佐賀県 66



産みたてのおいしい卵を多くの人に味わってほしい！
九州全土に広がる新たな卵の販売方式「朝取りたまご」

株式会社コッコファー
ム

熊本県 67

消費者にいつまでも美しい花を届けたい！
日本唯一の洋ランのボトルフラワー開発と販路開拓

有限会社宮川洋蘭 熊本県 68

特産品であるカボスにより自然豊かなふるさとを守りたい！
自然豊かな里山の「かぼす」を全国に発信

あねさん工房株式会社 大分県 69

異業種と共同研究して開発した新技術を活用！
脱臭ニンニク、生姜のペースト加工・販売事業

有限会社太陽ファーム 宮崎県 70

森林の価値を向上させる地域企業を目指す！
製材時に発生する端材を有効活用して木質バイオマスエネル
ギーに転換

吉田産業株式会社 宮崎県 71

農業の魅力を伝えたい！
農地の真ん中のスイーツカフェから米粉商品発信

有限会社福冨農産 宮崎県 72

豊富な食物繊維に着目！
沖永良部島の特産品であるキクラゲの加工品開発

沖永良部きのこ株式会
社

鹿児島県 73

石垣島でホルスタインを飼育！
自家製牛乳や地元農産物を活かしたジェラート開発

有限会社伊盛牧場 沖縄県 74

②農林漁業者団体など複数の農林漁業者による取組

取組名 取組主体 都道府県 項

年間30万人が訪れる観光スポットに成長！
世界的観光地「ニセコ」の風景と、地元の良質な食材を生か
したミルク工房、レストラン等を展開

高橋牧場 北海道 75

酪農を核としたフットパスにより、体験・地域・交流・風
景・未来を創造！

伊藤畜産 北海道 76

モチモチ食感の可能性に着目！
幼児や高齢者等でも食べやすい加工品開発

農事組合法人赤沼営農
組合

青森県 77

酪農家の女性たちが夢を実現！
地元食材を原料にジェラート工房を開業

くずまき乳製品加工研
究会

岩手県 78

農地を守り、地域とともに発展する経営体を目指す
有限会社アグリードな
るせ

宮城県 79

高齢者に届けるお弁当と思いやり
野菜をふんだんに使ったお弁当で地域を元気に！

農事組合法人坊沢営農
組合

秋田県 80

品質にこだわったお米を食べてもらいたい！
１２０戸の農業者が団結して取り組むおいしい「庄内産米」
の生産と販売拡大

株式会社庄内こめ工房
ほか

山形県 81



多彩な果実をはじめとする「地域の宝がココにある！」
その“強み”を最大限に活用し、６次産業化に取り組む

株式会社産直あぐり 山形県 82

新設の直売所で地産地消を推進！
小麦新品種（ゆめかおり）の普及と米粉加工品の製造・販売

新ひたち野農業協同組
合

茨城県 83

幻の伝統野菜を復活させたい！
「国分にんじん」の生産振興と新商品開発

農事組合法人国府野菜
本舗

群馬県 84

釣りたてのスルメイカを船上で加工！
鮮度にこだわったイカの加工品開発と販売事業

御宿岩和田漁業協同組
合

千葉県 85

たまごからみんなを笑顔に！
対面販売を中心とした販路展開

神奈川中央養鶏農業協
同組合

神奈川県 86

平塚漁協発！おいしい地どれ魚の消費拡大
地産地消推進に向けた販路開拓

平塚市漁業協同組合 神奈川県 87

鮮度ばつぐんのアジを「見て」「感じて」「味わって」！
養殖アジを使った商品・料理と体験事業で地域を活性化

内浦漁業協同組合 静岡県 88

雪室貯蔵野菜を地域ブランド食材に！
風土資源などを活用した米・野菜の高付加価値化販売

飯塚農場 新潟県 89

地元のＰＲ活動の手ごたえを商品に！
小松市特産のトマトと地場産野菜を使用したトマトカレー

小松市農業協同組合 石川県 90

美しい里山をみんなのふるさとに！
寒天の里「山岡」の道の駅でふれあいを大切にした素朴な手
作り商品の販売

株式会社山岡のおばあ
ちゃん市

岐阜県 91

地域の地域による地域のための拠点へ
品質にこだわった直売所を中心とする複合施設の運営

株式会社げんきの郷 愛知県 92

ふれあいの駅「うりぼう」の再興
地域の農産物の直売・加工品販売と体験交流

農事組合法人うりぼう 三重県 93

魅力あふれる農村文化を次世代に継承したい！
農村の魅力を伝え、農村文化を次世代に継承する郷土愛あふ
れる女性の取組

有限会社せいわの里 三重県 94

「中山間地域で中心的役割を果たし、地域を元気に！」
潮風と太陽が育んだ南伊勢育ちのとびっきりみかんの生産・
販売・加工事業

農事組合法人土実樹 三重県 95

直売所・レストランを人材育成・ネットワーク形成に活用！
担い手の育成や消費者との交流により地産地消を推進

ＪＡおうみ冨士
（ファーマーズ・マー
ケットおうみんち）

滋賀県 96

甲賀のおいしい滋賀羽二重糯（もち）を多くの方に味わって
ほしい！
～甘みと粘りとコシの三拍子そろったもち商品の開発～

有限会社甲賀もち工房 滋賀県 97

農家のお母ちゃんだからできる！
手作りにこだわった郷土の味の伝承

有限会社いずみの里 大阪府 98



特産品の桑の実、バジルを活用した商品開発・加工・販売で
地域と共にたちゆく組織づくりを目指す

株式会社ささ営農 兵庫県 99

連携の力で事業に新たな地平を切り拓く！
消費者に安全・安心な農産物を届ける広域ネットワーク事業

株式会社パンドラ
ファームグループ

奈良県 100

「大和五條ネギ」一本勝負！
～産地が一体となったブランド化への道～

株式会社五條市青ネギ
生産組合

奈良県 101

和歌山特産「金山寺みそ」の売上げ拡大や地場産品を活用し
た新たな商品開発

わかやま農業協同組合 和歌山県 102

「できたみかん」ではなく「つくったみかん」で勝負！
高品質なみかん生産とこれを活かす加工技術の活用による商
品開発

株式会社早和果樹園 和歌山県 103

こだわり米「清流の小田米」を活用した米粉パンの商品開発
と販売

農事組合法人ファー
ム・おだ

広島県 104

対面販売で「遊子」（ゆす）のおいしい魚を普及したい！
やる気満載のキッチンカーによる魚を活用した加工品の販売
事業

遊子漁業協同組合女性
部

愛媛県 105

冷凍しても保つプリプリ感！
手軽に食べられるみかんの加工品開発

有限会社南四国ファー
ム

愛媛県 106

じゃばら加工で６次産業化
内子町産にこだわった販売・運営で集客力ＵＰ！

株式会社内子フレッ
シュパークからり

愛媛県 107

小さな村から始まった大きな取組
馬路村の名前をＰＲする多様なゆず加工品

馬路村農業協同組合 高知県 108

地元のものは先ず地元から！
国産なたね油の販売と副産物の有効活用

農事組合法人大春の里 福岡県 109

カルシウムたっぷりのいりこをもっと食べてもらいたい！
生産量全国一の「いりこ」産地による多様な加工品開発

九十九島漁業協同組合 長崎県 110

新たな直売所の開設のためゼロからのスタート
栽培品目やニーズ調査による品揃え対策

ごとう農業協同組合 長崎県 111

小さなＪＡの大きな挑戦
地域や異業種との連携による付加価値の高い新商品の開発・
販売

あしきた農業協同組合 熊本県 112

ブランド巨峰を加工品に！
規格外ぶどうに日の目を当てる干しぶどうの加工・販売

株式会社ドリーム
ファーマーズ

大分県 113

農園のみずみずしさをパッケージ！
大山の心を伝える、ここにしかない農業者によるバザール

木の花ガルテン 大分県 114

太陽をいっぱい浴びた「さいごうの栗」を全国に！
～地域連携による栗製品の加工・販売～

株式会社栗処さいごう 宮崎県 115



③異業種が農林漁業に参入した取組

取組名 取組主体 都道府県 項

海を感じる味わい！
天然ミネラル豊富な奥尻ワイン

株式会社奥尻ワイナ
リー

北海道 116

野菜の旬のおいしさにこだわる！
規格外の野菜を有効活用した「ランチボックス」

株式会社エスファーム 静岡県 117

浜松の新ブランド「うなぎいも」を新たな名物に！
特産品であるウナギとコラボしたさつまいもによる新商品開
発

有限会社コスモグリー
ン庭好

静岡県 118

「地元を元気に！農家も元気に！体も元気に！！！」
長期熟成のフルーティー食感、山県産黒ニンニクを活用した
６次産業化プロジェクト

梅田建設株式会社 岐阜県 119

ブルーベリーを使った商品開発へ挑戦！
建設会社による耕作放棄地を活用した農業への参入

株式会社杉田組 愛知県 120

６次産業化の力で自慢のお茶を消費者へ！
人にも環境にも優しい有機ＪＡＳ認証のお茶づくり

有限会社宝箱 島根県 121

中山間地域「奥出雲ブランド」の確立
～建設業からの農業参入による６次産業化～

株式会社奥出雲中村
ファーム

島根県 122

コンテナで椎茸！？
コンテナ型保冷庫を活用するアイデアから生まれた菌床栽培
の椎茸

有限会社サンエイ興業 山口県 123

大隅半島で生産された「薩摩の恵」を全国の食卓へ
流通効率の高い乾燥野菜、飲料等の加工、販売

株式会社オキス 鹿児島県 124

④自治体等と連携した地域ぐるみの取組

取組名 取組主体 都道府県 項

厄介者を地域の資源に！
ジビエの町づくり～ジビエ商品の加工、販売～

若穂食のモデル地域実
行協議会

長野県 125

えごまで地域農業を活性化
富山の新たな特産品化を目指して

株式会社健菜堂 富山県 126

栗農家と栗菓子製造業者がＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築
超特選栗のブランド化事業

株式会社恵那川上屋 岐阜県 127

世羅町まるごと６次産業化～町全体を農村公園化～
世羅高原６次産業ネッ
トワーク

広島県 128

小さなお菓子屋さんが地域ぐるみで取り組んだ「村おこし」
～紅いもタルトのサクセスストーリー～

株式会社御菓子御殿 沖縄県 129



地元の新規農業者を軸とした多様な事業者とのネットワーク
構築により「やんばる（沖縄本島北部）」の活性化を実践

クックソニア 沖縄県 130

⑤輸出など海外へ展開する取組

取組名 取組主体 都道府県 項

仲間の力を結集して、地元から全国へ、そして海外へ！
農産物や加工品、日本酒等の総合販売プロジェクト

有限会社西神楽夢民
村、株式会社北海道夢
民村

北海道 131

６次産業化により世界へ！
青森から世界へはばたく黒にんにくの輸出事業

有限会社柏崎青果 青森県 132

生産から製造・加工・販売までの一貫システムで「鶏、まる
ごとプロデュース」

株式会社アマタケ 岩手県 133

高級ジュースを海外へ！
樹上で完熟させた高品質ぶどうジュースの海外展開

農事組合法人大沢
ファーム

秋田県 134

町産ブランドを海外に売り込め！
町が一丸となって海外へ売り込む特産蜜入りりんご

朝日町果樹組合連絡会
議

山形県 135

日本食“ＳＨＩＲＡＴＡＫＩ（しらたき）”の挑戦！
多様なこんにゃく商品の開発による事業の海外展開

グリンリーフ株式会社 群馬県 136

いくぞ！世界へ
世界基準のハーブ生産と化粧品等の商品開発

株式会社香寺ハーブ・
ガーデン

兵庫県 137

海外への物流課題を解決！
常温流通が可能なスパークリングＳＡＫＥの開発

丸本酒造株式会社 岡山県 138

種鶏（しゅけい）の美味しさを世界に発信！
Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎの高品質ハラルフードの加工、販
売、輸出

株式会社エヌチキン 鹿児島県 139

⑥農観連携や医福食農連携、再生可能エネルギーなど新しい分野の取組

取組名 取組主体 都道府県 項

バイオガスプラントによる一石四鳥の資源活用
（臭気対策、売電収入、熱利用、消化液利用）

農事組合法人サンエイ
牧場

北海道 140

高品質への追求を起点に耕畜連携を構築
ジェラート店の集客力により観光拠点へ成長

有限会社フジタファー
ム、有限会社レガー
ロ、株式会社藤田牧場

新潟県 141

「小水力発電による地域作りと農村維持！」
再生可能エネルギー導入と６次産業化の取組

石徹白地区地域づくり
協議会

岐阜県 142

稲作で発生する廃棄物の籾殻を１００％使用したバイオマス
燃料の製造・販売と自社生産米の精米・炊飯・調理加工して
販売する「おにぎり店」の出店事業

有限会社福江営農 岐阜県 143



自家生乳のジェラートで生産者の思いを消費者へ伝える 有限会社池田牧場 滋賀県 144

障がい者が主人公となり農業の可能性へチャレンジ！
水耕栽培で生産するサラダほうれん草等の６次産業化

ハートランド株式会社 大阪府 145

両手いっぱいの感農体験
ゆめさき苺のもぎとり体験とスイーツカフェ

有限会社夢前夢工房 兵庫県 146

地域の資源、人材を有効活用して秋津野を盛り上げたい！
農業者が中心となり地域一丸で取り組む６次産業化

株式会社きてら 和歌山県 147

農業と医療が連携した低グルテリン米の里づくり
～古民家レストランでの健康食の提供～

株式会社さとに医食同
源

鳥取県 148

太陽光発電の売電収入を活用した農村集落の再生
～再エネをきっかけに幸せ実感日本一の集落へ～

水増集落 熊本県 149

総合体験型ファームで沖縄の活性化にチャレンジ
株式会社あいあい
ファーム

沖縄県 150

女性パワーでみんなをぐっすり！
沖縄の伝統的島野菜の機能性に着目した取組

株式会社今帰仁ざまみ
ファーム

沖縄県 151

⑦地域ぐるみの取組

取組名 取組主体 都道府県 項

地域の自治体・関係団体が一体となった「農業・食」を中心
としたオール十勝による地域産業振興の取組

フードバレーとかち推
進協議会

北海道 152

⑧女性による取組

取組名 取組主体 都道府県 項

子供たちに安全・安心な食べ物を！母親の想いをカフェレス
トランに込めて　～こだわりの卵から生まれた６次産業化～

ファーム・レラ／
ファーマーズ・カフェ
風土

北海道 153

夫婦二人三脚で有機農産物の付加価値向上に成功！
女性の活躍により、さらなる６次産業化を展開

大塚ファーム 北海道 154

市民と農家の交流の場から地域活性化！
女性を核とした地域密着型の企業

農業生産法人有限会社
ＡＮＥＫＫＯ（アネッ
コ）

青森県 155

“女子力全開“で地域の農業を盛り上げる！
Ａｎｅ　Ｋｏｍａｃｈ
ｉ（アネコマチ）

秋田県 156



信州の伝統野菜である牧大根を次世代へ伝承するとともに、
地域農業の活性化への取組

JAあづみ女性部西穂高
支所牧大根プロジェク
ト

長野県 157

おふくろの味、ふるさとの味を大切にする
町特産の伝統野菜による新商品

味ロッジ 長野県 158

女性従業員が中心となった自社産さつまいもを利用した新た
なスイーツ等の商品開発及び販路拡大事業

有限会社農園ビギン 新潟県 159

豊かな海と女性の力で越廼の伝統料理を発信
発酵食品「へしこ（ぬか漬け）」が、おしゃれに変身！

越廼漁業協同組合（ぬ
かちゃんグループ）

福井県 160

「都会の子供たちに自然の恵みをかんじてもらいたい！」
漁家のお母ちゃんたちが子供たちに、漁業の魅力を伝える取
組

株式会社篠島お魚の学
校

愛知県 161

皆さんに喜んで頂ける良いユズや加工品作りに一生懸命頑
張っています

農事組合法人古座川ゆ
ず平井の里

和歌山県 162

女性の感覚で商品開発、少量多品目と繊細な加工方法で世界
へ販売

株式会社ふみこ農園 和歌山県 163

瀬戸内市虫明海域の牡蠣と魚介類を活用！
保存性の高い売れる加工品の製造・販売事業

野崎　末廣 岡山県 164

まき網漁の起死回生！
船上で箱詰めし、首都圏などへ産地直送！

萩大島船団丸 山口県 165

おふくろの味で地場産農産物を商品化し地域を活性化！
～上畑の郷夢プロジェクト～

農事組合法人上畑の杜 福岡県 166

ながさき伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域活性化
～世界に羽ばたく地域の宝で『食の文化遺産』を目指す～

農事組合法人守山女性
部加工組合

長崎県 167

郷土料理「がね」を商品開発！
～次代を担う子供たちに食文化を伝承～

農事組合法人きらり農
場高木

宮崎県 168

「一粒でレモン５個分のビタミンＣ」アセローラで女性も地
域も元気に！

アセローラフレッシュ 沖縄県 169



北海道

取組名 取組主体 都道府県 項

失敗を恐れず何事にもチャレンジ！
自社産有機小麦を活用したパンの開発・販売

有限会社営農企画 北海道 1

年間30万人が訪れる観光スポットに成長！
世界的観光地「ニセコ」の風景と、地元の良質な食材を生か
したミルク工房、レストラン等を展開

高橋牧場 北海道 75

酪農を核としたフットパスにより、体験・地域・交流・風
景・未来を創造！

伊藤畜産 北海道 76

海を感じる味わい！
天然ミネラル豊富な奥尻ワイン

株式会社奥尻ワイナ
リー

北海道 116

仲間の力を結集して、地元から全国へ、そして海外へ！
農産物や加工品、日本酒等の総合販売プロジェクト

有限会社西神楽夢民
村、株式会社北海道夢
民村

北海道 131

バイオガスプラントによる一石四鳥の資源活用
（臭気対策、売電収入、熱利用、消化液利用）

農事組合法人サンエイ
牧場

北海道 140

地域の自治体・関係団体が一体となった「農業・食」を中心
としたオール十勝による地域産業振興の取組

フードバレーとかち推
進協議会

北海道 152

子供たちに安全・安心な食べ物を！母親の想いをカフェレス
トランに込めて　～こだわりの卵から生まれた６次産業化～

ファーム・レラ／
ファーマーズ・カフェ
風土

北海道 153

夫婦二人三脚で有機農産物の付加価値向上に成功！
女性の活躍により、さらなる６次産業化を展開

大塚ファーム 北海道 154

東北

取組名 取組主体 都道府県 項

まごころ込めて栽培するミニトマトを消費者へ
レトルト食品、業務用加工品等の製造・販売

有限会社まごころ農場 青森県 2

モチモチ食感の可能性に着目！
幼児や高齢者等でも食べやすい加工品開発

農事組合法人赤沼営農
組合

青森県 77

６次産業化により世界へ！
青森から世界へはばたく黒にんにくの輸出事業

有限会社柏崎青果 青森県 132

市民と農家の交流の場から地域活性化！
女性を核とした地域密着型の企業

農業生産法人有限会社
ＡＮＥＫＫＯ（アネッ
コ）

青森県 155

目次（地域別）



耕作放棄地を果物畑へ！
加工用フルーツを用いた新商品開発

有限会社サンファーム 岩手県 3

酪農家の女性たちが夢を実現！
地元食材を原料にジェラート工房を開業

くずまき乳製品加工研
究会

岩手県 78

生産から製造・加工・販売までの一貫システムで「鶏、まる
ごとプロデュース」

株式会社アマタケ 岩手県 133

多角化、大規模化、効率化により確立する「日本農業の新し
い仕組み」

株式会社舞台ファーム 宮城県 4

農業を「食業」に！
身近にある資源の価値を引き出した「農村産業」の展開

有限会社伊豆沼農産 宮城県 5

手作りにこだわった自慢のトマトを使った加工品製造と作り
たてのトマト料理を提供するファームカフェ

デリシャスファーム株
式会社

宮城県 6

農地を守り、地域とともに発展する経営体を目指す
有限会社アグリードな
るせ

宮城県 79

地場農産物を使用した商品へのニーズを捉え雇用を創出する
新ビジネスにチャレンジ

農事組合法人美郷サン
ファーム

秋田県 7

高齢者に届けるお弁当と思いやり
野菜をふんだんに使ったお弁当で地域を元気に！

農事組合法人坊沢営農
組合

秋田県 80

高級ジュースを海外へ！
樹上で完熟させた高品質ぶどうジュースの海外展開

農事組合法人大沢
ファーム

秋田県 134

“女子力全開“で地域の農業を盛り上げる！
Ａｎｅ　Ｋｏｍａｃｈ
ｉ（アネコマチ）

秋田県 156

見た目で驚き、味にも驚くジャンボマッシュルーム
有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 8

品質にこだわったお米を食べてもらいたい！
１２０戸の農業者が団結して取り組むおいしい「庄内産米」
の生産と販売拡大

株式会社庄内こめ工房
ほか

山形県 81

多彩な果実をはじめとする「地域の宝がココにある！」
その“強み”を最大限に活用し、６次産業化に取り組む

株式会社産直あぐり 山形県 82

町産ブランドを海外に売り込め！
町が一丸となって海外へ売り込む特産蜜入りりんご

朝日町果樹組合連絡会
議

山形県 135

明治元年創業の老舗５代目が発想した米粒状・麺状のこん
にゃく加工品の企画・販売

有限会社紙屋商店 福島県 9

新たな地域特産品開発で「会津産コシヒカリ」や「喜多方
ラーメン」とコラボレーション

瓜生　和徳氏 福島県 10



関東

取組名 取組主体 都道府県 項

「来る人には楽しみを！帰る人には喜びを！」
里山の景観が自慢のレストランでゆとりの空間を提供

有限会社森ファーム
サービス

茨城県 11

大根産地リレーによる高品質な「大根つま」の周年安定供給 有限会社ナガタフーズ 茨城県 12

新設の直売所で地産地消を推進！
小麦新品種（ゆめかおり）の普及と米粉加工品の製造・販売

新ひたち野農業協同組
合

茨城県 83

みんな満足にっこり笑顔！
「完熟にっこり梨」を使った地サイダー・あめの製造・販売

金田果樹園 栃木県 13

子供の頃からの夢を実現させた自家産牛乳及び山羊乳を利用
したチーズ工房

有限会社那須高原今牧
場

栃木県 14

種豚農家の若き３代目の挑戦！
手づくりハム工房と田舎レストラン事業

有限会社星種豚場 栃木県 15

幻の伝統野菜を復活させたい！
「国分にんじん」の生産振興と新商品開発

農事組合法人国府野菜
本舗

群馬県 84

日本食“ＳＨＩＲＡＴＡＫＩ（しらたき）”の挑戦！
多様なこんにゃく商品の開発による事業の海外展開

グリンリーフ株式会社 群馬県 136

子供に安心できるハンバーグを食べさせたい！
妻の一言から決意した自慢の自家肥育牛の直接販売事業

国分牧場 埼玉県 16

充実の体験メニュー！
ブルーベリー農園のジャム作りとファン作り

野口農園 埼玉県 17

自分が食べて感動したブランド豚「幻霜ポーク」の魅力を関
東で発信

株式会社惣左衛門 千葉県 18

釣りたてのスルメイカを船上で加工！
鮮度にこだわったイカの加工品開発と販売事業

御宿岩和田漁業協同組
合

千葉県 85

駅から５分、住宅地の中にある都市型酪農ファーム 磯沼ミルクファーム 東京都 19

横浜育ちの牛乳「ハマッ子牛乳」の地域ブランド化
～地元の農産物を活用したジェラートの開発～

有限会社相澤良牧場 神奈川県 20

たまごからみんなを笑顔に！
対面販売を中心とした販路展開

神奈川中央養鶏農業協
同組合

神奈川県 86

平塚漁協発！おいしい地どれ魚の消費拡大
地産地消推進に向けた販路開拓

平塚市漁業協同組合 神奈川県 87



自社農産物を有効活用！
直販・直営カフェ・加工品開発による事業拡大

株式会社くだもの厨房
フクヨシ

山梨県 21

遊休農地を解消して特産の果実で地域を元気にしたい！
特産品果実の通年販売を目指した農産物加工への挑戦

有限会社マルサフルー
ツ古屋農園

山梨県 22

付加価値向上を狙いワイン用ぶどうをワイン以外の新商品へ
活用

奥野田葡萄酒醸造株式
会社

山梨県 23

気軽に農業体験が楽しめる憩いの場を提供したい！
地域資源であるブルーベリー「森のサファイア」をブランド
化

株式会社未来農業計画 長野県 24

故郷はワイン用葡萄の栽培好適地
ゼロからのワイン造りが地域を動かす

楠わいなりー株式会社 長野県 25

観光地白馬で作られた安心安全な「おいしい」を直接消費者
に届けたい！～体験＋飲食＋販売による高付加価値化～

有限会社ティーエム 長野県 26

厄介者を地域の資源に！
ジビエの町づくり～ジビエ商品の加工、販売～

若穂食のモデル地域実
行協議会

長野県 125

信州の伝統野菜である牧大根を次世代へ伝承するとともに、
地域農業の活性化への取組

JAあづみ女性部西穂高
支所牧大根プロジェク
ト

長野県 157

おふくろの味、ふるさとの味を大切にする
町特産の伝統野菜による新商品

味ロッジ 長野県 158

「牛さんありがとう」～全ては良質な生乳生産から～
高品質な生乳を用いた自社ブランドの確立

株式会社いでぼく 静岡県 27

鮮度ばつぐんのアジを「見て」「感じて」「味わって」！
養殖アジを使った商品・料理と体験事業で地域を活性化

内浦漁業協同組合 静岡県 88

野菜の旬のおいしさにこだわる！
規格外の野菜を有効活用した「ランチボックス」

株式会社エスファーム 静岡県 117

浜松の新ブランド「うなぎいも」を新たな名物に！
特産品であるウナギとコラボしたさつまいもによる新商品開
発

有限会社コスモグリー
ン庭好

静岡県 118

北陸

取組名 取組主体 都道府県 項

鮮度の高い農産物を都市部の住民にも食べてほしい！
都市近郊農業の強みを生かした直売所の運営

有限会社ＡＦカガヤキ 新潟県 28

雪室貯蔵野菜を地域ブランド食材に！
風土資源などを活用した米・野菜の高付加価値化販売

飯塚農場 新潟県 89

高品質への追求を起点に耕畜連携を構築
ジェラート店の集客力により観光拠点へ成長

有限会社フジタファー
ム、有限会社レガー
ロ、株式会社藤田牧場

新潟県 141



女性従業員が中心となった自社産さつまいもを利用した新た
なスイーツ等の商品開発及び販路拡大事業

有限会社農園ビギン 新潟県 159

美味しい！その笑顔のために
本場ドイツ仕込みのハム、ソーセージ等への加工、販売

有限会社池多ファーム 富山県 29

地域再生の切り札である在来の梅を後世に残したい！
中山間地域農業再生の切り札～氷見稲積梅のブランド化事業
～

氷見稲積梅株式会社 富山県 30

幹線道路から一目でわかる桃色の建物
ランチや桃のスイーツ、ジュースを提供する農園カフェ

農工房長者株式会社 富山県 31

えごまで地域農業を活性化
富山の新たな特産品化を目指して

株式会社健菜堂 富山県 126

郷土の美しい風景を残すため、農業で町を活性化したい！
地域の活性化に向けて地場産業を創造～六条大麦の高機能性
ビール～

有限会社わくわく手づ
くりファーム川北

石川県 32

感動してもらえる魚を消費者へ！
鮮度維持に徹底的にこだわった海の６次産業化

株式会社鹿渡島定置 石川県 33

地元のＰＲ活動の手ごたえを商品に！
小松市特産のトマトと地場産野菜を使用したトマトカレー

小松市農業協同組合 石川県 90

里芋との出会いは土地の神様との出会い！
乳製品アレルギーに対応する里芋スイーツ

ＳＦＶ生産農場 福井県 34

大豆と玄米でできたお肉！？
健康志向な玄米加工品の開発

株式会社マイセンファ
インフード

福井県 35

若狭町で頑固に守り育ててきた梅を生かしたい！
「紅映（べにさし）」を使った頑固な梅酒製造

株式会社エコファーム
みかた

福井県 36

豊かな海と女性の力で越廼の伝統料理を発信
発酵食品「へしこ（ぬか漬け）」が、おしゃれに変身！

越廼漁業協同組合（ぬ
かちゃんグループ）

福井県 160

東海

取組名 取組主体 都道府県 項

女性目線で自慢のトマトで美しく、健康に！
自社生産したトマトを使用した加工品の製造販売

株式会社寺田農園 岐阜県 37

飛騨牛だけじゃない！
奥飛騨温泉郷「飛騨サーモン」のブランド化

株式会社穂高養魚場 岐阜県 38

美しい里山をみんなのふるさとに！
寒天の里「山岡」の道の駅でふれあいを大切にした素朴な手
作り商品の販売

株式会社山岡のおばあ
ちゃん市

岐阜県 91

「地元を元気に！農家も元気に！体も元気に！！！」
長期熟成のフルーティー食感、山県産黒ニンニクを活用した
６次産業化プロジェクト

梅田建設株式会社 岐阜県 119



栗農家と栗菓子製造業者がＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築
超特選栗のブランド化事業

株式会社恵那川上屋 岐阜県 127

「小水力発電による地域作りと農村維持！」
再生可能エネルギー導入と６次産業化の取組

石徹白地区地域づくり
協議会

岐阜県 142

稲作で発生する廃棄物の籾殻を１００％使用したバイオマス
燃料の製造・販売と自社生産米の精米・炊飯・調理加工して
販売する「おにぎり店」の出店事業

有限会社福江営農 岐阜県 143

豚一匹を余すことなく商品化！
飼育にこだわったブランド豚の直接販売

有限会社石川養豚場 愛知県 39

地域の地域による地域のための拠点へ
品質にこだわった直売所を中心とする複合施設の運営

株式会社げんきの郷 愛知県 92

ブルーベリーを使った商品開発へ挑戦！
建設会社による耕作放棄地を活用した農業への参入

株式会社杉田組 愛知県 120

「都会の子供たちに自然の恵みをかんじてもらいたい！」
漁家のお母ちゃんたちが子供たちに、漁業の魅力を伝える取
組

株式会社篠島お魚の学
校

愛知県 161

高級化路線への思いきった転換
とことん味にこだわったみかんのブランド化

有限会社すぎもと農園 三重県 40

ふれあいの駅「うりぼう」の再興
地域の農産物の直売・加工品販売と体験交流

農事組合法人うりぼう 三重県 93

魅力あふれる農村文化を次世代に継承したい！
農村の魅力を伝え、農村文化を次世代に継承する郷土愛あふ
れる女性の取組

有限会社せいわの里 三重県 94

「中山間地域で中心的役割を果たし、地域を元気に！」
潮風と太陽が育んだ南伊勢育ちのとびっきりみかんの生産・
販売・加工事業

農事組合法人土実樹 三重県 95

近畿

取組名 取組主体 都道府県 項

直売所・レストランを人材育成・ネットワーク形成に活用！
担い手の育成や消費者との交流により地産地消を推進

ＪＡおうみ冨士
（ファーマーズ・マー
ケットおうみんち）

滋賀県 96

甲賀のおいしい滋賀羽二重糯（もち）を多くの方に味わって
ほしい！
～甘みと粘りとコシの三拍子そろったもち商品の開発～

有限会社甲賀もち工房 滋賀県 97

自家生乳のジェラートで生産者の思いを消費者へ伝える 有限会社池田牧場 滋賀県 144

就農時400万円の売上高から170倍以上の増加！
京野菜「九条ねぎ」の６次産業化

こと京都株式会社 京都府 41

山を守り山へ感謝
地元特産の北山杉を使った「お棺」の製造、販売事業

井口木材 京都府 42



棄てるものから活かすものへ
山の恵みに感謝したジビエ商品の加工、販売

有限会社田舎暮らし 京都府 43

日本一のぶどう産地だった頃の風景を取り戻したい！
創業１００年の老舗ワイナリーによる大阪ぶどう復活プロ
ジェクト

カタシモワインフード
株式会社

大阪府 44

農家のお母ちゃんだからできる！
手作りにこだわった郷土の味の伝承

有限会社いずみの里 大阪府 98

障がい者が主人公となり農業の可能性へチャレンジ！
水耕栽培で生産するサラダほうれん草等の６次産業化

ハートランド株式会社 大阪府 145

豊かな自然やおいしいチーズなどにより癒やしを提供した
い！
都市型酪農から発信する新たな食文化の交流

有限会社レチェール・
ユゲ（弓削牧場）

兵庫県 45

特産品の桑の実、バジルを活用した商品開発・加工・販売で
地域と共にたちゆく組織づくりを目指す

株式会社ささ営農 兵庫県 99

いくぞ！世界へ
世界基準のハーブ生産と化粧品等の商品開発

株式会社香寺ハーブ・
ガーデン

兵庫県 137

両手いっぱいの感農体験
ゆめさき苺のもぎとり体験とスイーツカフェ

有限会社夢前夢工房 兵庫県 146

連携の力で事業に新たな地平を切り拓く！
消費者に安全・安心な農産物を届ける広域ネットワーク事業

株式会社パンドラ
ファームグループ

奈良県 100

「大和五條ネギ」一本勝負！
～産地が一体となったブランド化への道～

株式会社五條市青ネギ
生産組合

奈良県 101

和歌山特産「金山寺みそ」の売上げ拡大や地場産品を活用し
た新たな商品開発

わかやま農業協同組合 和歌山県 102

「できたみかん」ではなく「つくったみかん」で勝負！
高品質なみかん生産とこれを活かす加工技術の活用による商
品開発

株式会社早和果樹園 和歌山県 103

地域の資源、人材を有効活用して秋津野を盛り上げたい！
農業者が中心となり地域一丸で取り組む６次産業化

株式会社きてら 和歌山県 147

皆さんに喜んで頂ける良いユズや加工品作りに一生懸命頑
張っています

農事組合法人古座川ゆ
ず平井の里

和歌山県 162

女性の感覚で商品開発、少量多品目と繊細な加工方法で世界
へ販売

株式会社ふみこ農園 和歌山県 163

中国四国

取組名 取組主体 都道府県 項

鶏も人も生き生きと笑顔になれる牧場をつくりたい！
～平飼い、朝採れ、こだわりの飼料で生産するブランド卵
「天美卵（てんびらん）」の６次産業化～

有限会社ひよこカンパ
ニー

鳥取県 46



農業と医療が連携した低グルテリン米の里づくり
～古民家レストランでの健康食の提供～

株式会社さとに医食同
源

鳥取県 148

奥出雲の豊かな自然の中で、高品質のワインと食を楽しんで
もらいたい！～減農薬栽培のワインと地産地消レストラン事
業～

有限会社奥出雲葡萄園 島根県 47

６次産業化の力で自慢のお茶を消費者へ！
人にも環境にも優しい有機ＪＡＳ認証のお茶づくり

有限会社宝箱 島根県 121

中山間地域「奥出雲ブランド」の確立
～建設業からの農業参入による６次産業化～

株式会社奥出雲中村
ファーム

島根県 122

古代の遺伝子を受け継ぐ特産品の「赤米」で地域の知名度アップ！
新しい赤米「あかおにもち」を活用した総社市の地域活性化事業

レッドライスカンパ
ニー株式会社

岡山県 48

試行錯誤の末につくり上げた高品質山ぶどうワイン
地域資源を生かした観光振興

ひるぜんワイン有限会
社

岡山県 49

海外への物流課題を解決！
常温流通が可能なスパークリングＳＡＫＥの開発

丸本酒造株式会社 岡山県 138

瀬戸内市虫明海域の牡蠣と魚介類を活用！
保存性の高い売れる加工品の製造・販売事業

野崎　末廣 岡山県 164

低迷する米価や消費にも負けない！
米の高付加価値化～米粉パン等の新商品開発～

株式会社福田農場 広島県 50

開かれた牧場が提供する環境、体験、加工商品が地域に人を
呼ぶ

有限会社トムミルク
ファーム

広島県 51

こだわり米「清流の小田米」を活用した米粉パンの商品開発
と販売

農事組合法人ファー
ム・おだ

広島県 104

世羅町まるごと６次産業化～町全体を農村公園化～
世羅高原６次産業ネッ
トワーク

広島県 128

とろろで元気に！
地方と都市をつなぐ地域活性化「グローカル構想」

やまいもまつり有限会
社

山口県 52

フランスで食べて感動したジャムを目指して！
瀬戸内海の島の果実による手作りジャム工房

株式会社瀬戸内ジャム
ズガーデン

山口県 53

コンテナで椎茸！？
コンテナ型保冷庫を活用するアイデアから生まれた菌床栽培
の椎茸

有限会社サンエイ興業 山口県 123

まき網漁の起死回生！
船上で箱詰めし、首都圏などへ産地直送！

萩大島船団丸 山口県 165

新鮮な地魚の産直と料理で旬を提供し続けたい！
地魚の美味しさを伝えたい漁師による直売所と食堂経営

阿波橘海産 徳島県 54



恵まれたロケーションと健康志向のメニューで最高のおもて
なしを

きのこの里 徳島県 55

世界最薄水準！
間伐材を活用した「天然木極薄つき板」の開発

株式会社ビッグウィル 徳島県 56

イチゴも人も同じ空の下で・・・
地元農業者・異業種と連携した新事業の創出

株式会社スカイファー
ム

香川県 57

瀬戸内海の暖かい風に乗って
ミカンやオリーブの加工品の通信販売とカフェ事業

有限会社井上誠耕園 香川県 58

農業の魅力で地域を元気に！
観光農園、ジェラートショップ等の多角運営

有限会社広野牧場 香川県 59

生産農家との連携で地域を元気に！
地域コミュニティーの維持発展を目指した６次産業化による
取組

株式会社味彩 愛媛県 60

対面販売で「遊子」（ゆす）のおいしい魚を普及したい！
やる気満載のキッチンカーによる魚を活用した加工品の販売
事業

遊子漁業協同組合女性
部

愛媛県 105

冷凍しても保つプリプリ感！
手軽に食べられるみかんの加工品開発

有限会社南四国ファー
ム

愛媛県 106

じゃばら加工で６次産業化
内子町産にこだわった販売・運営で集客力ＵＰ！

株式会社内子フレッ
シュパークからり

愛媛県 107

真っ赤なフルーツトマトへの情熱
栽培と製法にこだわったトマトジュースの販売

有限会社池一菜果園 高知県 61

ベジタリアンの鶏卵「コロンブスの茶卵」でスイーツ開発 株式会社ぶらうん 高知県 62

小さな村から始まった大きな取組
馬路村の名前をＰＲする多様なゆず加工品

馬路村農業協同組合 高知県 108

九州

取組名 取組主体 都道府県 項

活き車えびにも負けない！
高度冷凍技術を用いた冷凍車えびの新しい販売方式

株式会社拓水 福岡県 63

地元「筑豊・田川」の野菜・果物にこだわりたい！
豊富なメニューのバイキングレストラン運営

有限会社ラピュタ
ファーム

福岡県 64

地元のものは先ず地元から！
国産なたね油の販売と副産物の有効活用

農事組合法人大春の里 福岡県 109

おふくろの味で地場産農産物を商品化し地域を活性化！
～上畑の郷夢プロジェクト～

農事組合法人上畑の杜 福岡県 166



ねぎ一筋４０年！
土や水にこだわるねぎ名人の６次産業化

有限会社伊万里グリー
ンファーム

佐賀県 65

おいしいジュースをさらにおいしく！
減農薬栽培みかんを使用した冷凍ジュースの開発

合同会社田島柑橘園＆
加工所

佐賀県 66

カルシウムたっぷりのいりこをもっと食べてもらいたい！
生産量全国一の「いりこ」産地による多様な加工品開発

九十九島漁業協同組合 長崎県 110

新たな直売所の開設のためゼロからのスタート
栽培品目やニーズ調査による品揃え対策

ごとう農業協同組合 長崎県 111

ながさき伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域活性化
～世界に羽ばたく地域の宝で『食の文化遺産』を目指す～

農事組合法人守山女性
部加工組合

長崎県 167

産みたてのおいしい卵を多くの人に味わってほしい！
九州全土に広がる新たな卵の販売方式「朝取りたまご」

株式会社コッコファー
ム

熊本県 67

消費者にいつまでも美しい花を届けたい！
日本唯一の洋ランのボトルフラワー開発と販路開拓

有限会社宮川洋蘭 熊本県 68

小さなＪＡの大きな挑戦
地域や異業種との連携による付加価値の高い新商品の開発・
販売

あしきた農業協同組合 熊本県 112

太陽光発電の売電収入を活用した農村集落の再生
～再エネをきっかけに幸せ実感日本一の集落へ～

水増集落 熊本県 149

特産品であるカボスにより自然豊かなふるさとを守りたい！
自然豊かな里山の「かぼす」を全国に発信

あねさん工房株式会社 大分県 69

ブランド巨峰を加工品に！
規格外ぶどうに日の目を当てる干しぶどうの加工・販売

株式会社ドリーム
ファーマーズ

大分県 113

農園のみずみずしさをパッケージ！
大山の心を伝える、ここにしかない農業者によるバザール

木の花ガルテン 大分県 114

異業種と共同研究して開発した新技術を活用！
脱臭ニンニク、生姜のペースト加工・販売事業

有限会社太陽ファーム 宮崎県 70

森林の価値を向上させる地域企業を目指す！
製材時に発生する端材を有効活用して木質バイオマスエネル
ギーに転換

吉田産業株式会社 宮崎県 71

農業の魅力を伝えたい！
農地の真ん中のスイーツカフェから米粉商品発信

有限会社福冨農産 宮崎県 72

太陽をいっぱい浴びた「さいごうの栗」を全国に！
～地域連携による栗製品の加工・販売～

株式会社栗処さいごう 宮崎県 115

郷土料理「がね」を商品開発！
～次代を担う子供たちに食文化を伝承～

農事組合法人きらり農
場高木

宮崎県 168



豊富な食物繊維に着目！
沖永良部島の特産品であるキクラゲの加工品開発

沖永良部きのこ株式会
社

鹿児島県 73

大隅半島で生産された「薩摩の恵」を全国の食卓へ
流通効率の高い乾燥野菜、飲料等の加工、販売

株式会社オキス 鹿児島県 124

種鶏（しゅけい）の美味しさを世界に発信！
Ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎの高品質ハラルフードの加工、販
売、輸出

株式会社エヌチキン 鹿児島県 139

沖縄

取組名 取組主体 都道府県 項

石垣島でホルスタインを飼育！
自家製牛乳や地元農産物を活かしたジェラート開発

有限会社伊盛牧場 沖縄県 74

小さなお菓子屋さんが地域ぐるみで取り組んだ「村おこし」
～紅いもタルトのサクセスストーリー～

株式会社御菓子御殿 沖縄県 129

地元の新規農業者を軸とした多様な事業者とのネットワーク
構築により「やんばる（沖縄本島北部）」の活性化を実践

クックソニア 沖縄県 130

総合体験型ファームで沖縄の活性化にチャレンジ
株式会社あいあい
ファーム

沖縄県 150

女性パワーでみんなをぐっすり！
沖縄の伝統的島野菜の機能性に着目した取組

株式会社今帰仁ざまみ
ファーム

沖縄県 151

「一粒でレモン５個分のビタミンＣ」アセローラで女性も地
域も元気に！

アセローラフレッシュ 沖縄県 169
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