
平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者

1
自社で生産した馬鈴薯の選
外品を活用した「カップグラタ
ン」の開発・販売事業

　自社で生産した馬鈴薯を活用した新商品の開発・生産・販売を行い、農産
物の付加価値向上と農業所得の確保を図る。
　具体的には、馬鈴薯の選外品を活用した「カップグラタン」を開発・製造
し、近隣の飲食店のほか道の駅等で販売する。

株式会社清流
農園

株式会社ウエニ
シ
合同会社大地
のりんご

北海道
網走郡
美幌町

2
自社養殖したナマコを利用し
た加工・販売事業

　自社で養殖したナマコを利用した、新商品開発、生産、販売を行なうこと
により、付加価値を向上し経営強化を図る。
　具体的には、ナマコを原料とした、「真空凍結乾燥ナマコ」の商品開発を
行ない、中国市場へ販売を行う。

株式会社マル
ハニチロ上ノ国
海産

北海道
檜山郡

上ノ国町

3
黒毛和牛とラズベリーを活用
した新商品の開発と販売

　組合員が生産した黒毛和牛とＪＡが生産したラズベリーを活用した新商品
開発・製造・販売を行い、収益向上を図る。
　具体的には、黒毛和牛を原料とした「ハンバーグ」、ラズベリーを活用した
「ジャム」及び「ステーキソース」の製造を行い、阿寒湖畔のホテルやＪＡ店
舗で販売を行う。

阿寒農業協同
組合

北海道 釧路市

4

規格外人参（有機人参）を活
用した有機人参ジュース用の
カット一次加工品の開発・製
造・販売事業

　構成員が生産した有機農産物を活用した新商品開発・加工・販売を行
い、農業所得の向上と農業経営の改善を図る。
　具体的には、選外品と廃棄していた有機人参を活用し、「有機人参ジュー
ス用カット加工品」を開発・加工して有機食品の製造業者等へ販売を行う。

株式会社大雪を
囲む会

北海道
網走郡
美幌町

5
自社生産の羊と地鶏鶏卵を
利用した製品の開発、加工、
販売事業

自社で生産した羊肉と地鶏鶏卵を利用した新商品開発、生産、販売を行
い、収益確保と農業経営の改善を図る。
具体的には、「羊肉ハンバーグ」、「地鶏鶏卵プリン」、「羊乳ヨーグルト」の
開発、生産し卸販売やイベントでの直売に加え、自社直売所で販売を行う。

株式会社西川
農場

北海道 美唄市

市町村
事業者

№ 事業名 事業の概要 都道府県
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6
自社生産した肉牛の部位肉
や内臓肉を利用した新商品
の開発、加工、販売事業

　自社で生産した牛を活用した新商品の開発、生産、販売を行い、農業経
営の改善を図る。
　具体的には、スライス肉を飲食店に販売するほか、低利用部位肉や内臓
肉を原料として「ハンバーグ」、「味付モツ」を開発、販売することで品目の
多様化を図り販路拡大及び所得の向上を図る。

株式会社平野
畜産

北海道
二海郡
八雲町

7
ナタネ・そばの品質管理の高
度化による付加価値向上事
業

　組合員が生産したナタネ・そばについて、雪を利用した低温保管倉庫によ
る品質管理の高度化を実現し、品質劣化の防止や出荷時期の調整により
販売単価の上昇を図り、所得の向上を図る。

たきかわ農業協
同組合

北海道 滝川市
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1

對馬式自然循環農法で生産
したリンゴを活用した直販及
び加工品開発による生産者
モデル確立事業

　無農薬、無化学肥料により生産したりんごを使用し、カットりんご、サプリ
メント商品の開発・製造を行い、健康食品を扱う会社などに販売するととも
に、直売やネット販売を新たに導入する。

合同会社まっか
なほんと

青森県 弘前市

2
地元産のイカやカワハギ、小
魚等を活用した加工、販売事
業

　地元特産のヤリイカ、マイカの酒粕漬け、カワハギの肝を利用した味噌、
小魚を活用した煎餅等の商品開発・製造を行い、直売所、ネット販売に取り
組む。

企業組合広福
丸

青森県 深浦町

3
ニンニク等の生産・加工・直
販体制確立による地域営農
者拡大事業

　自社生産のにんにくを使用した餃子、カレー、たれの開発・製造を行い、
地元直売施設や首都圏の消費者への直接販売を実施する。

有限会社ときわ
ねっと

青森県 藤崎町

4
桑の葉の自前加工による桑
茶や桑パウダーとその加工
品の販売事業

　これまで取り組んできた桑茶や桑パウダーの製造・販売に加え、桑パウ
ダーのスティックタイプ、桑パウダーを使用したうどん、そばを商品開発し、
これまでの直売、卸売に加え、ネット販売を新たに導入する。

南部桑研株式
会社

青森県 八戸市

5

新しいフルーツ「食用ほおず
き」の栽培拡大と「食用ほお
ずきドリンク」など新商品の開
発・販売

　自社で生産した食用ほおずきを使用して、ドリンク、ケーキの開発・製造を
行い、デパート、道の駅等で販売する。また、原料確保の安定化に向け、
食用ほおずきの水耕栽培を導入する。

有限会社早野
商店

株式会社銀河
農園

岩手県 岩泉町

3
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6
自家産の米、雫石牛などを活
用したレストラン事業

　自らが生産する米、牛肉、町内産の野菜を使用したレストランメニューや
総菜を開発し、農家レストランを整備し提供する。

黒沢　菜穂子 岩手県 雫石町

7
～矢巾町の母ちゃんたちが
取り組む６次産業化～「３ちゃ
ん味噌」の製造・販売

　グループの構成員が栽培する米、大豆を使用して味噌、麹、菓子等を加
工・製造し、直売所や味噌オーナー制度により販売する。

３ちゃん・矢次 岩手県 矢巾町

8
きのこを活用した新たな総菜
開発と販路開拓

　自社生産の椎茸等きのこを使用した総菜、サラダ、煮物等の商品開発・
製造を行い、県内の温泉旅館へ直売するほか、百貨店等への販路を開拓
する。

農事組合法人
銀河の里沢内

岩手県 西和賀町

9

賞味期限延長技術を導入し
た「牛乳」の高付加価値化と
ヨーグルト、スイーツなどの新
商品開発及び販売戦略事業

　公社の構成農家の生産する牛乳を使用し、既存の牛乳、乳製品に加え、
新たに賞味期限延長技術による牛乳製造、新しい乳酸菌を使用したヨーグ
ルト、チーズケーキ等の商品開発を行い、生協、量販店のほか工場見学者
や町内来訪者に販売を行う。

株式会社湯田
牛乳公社

岩手県 西和賀町

10
特別栽培米を活用した新たな
米粉麺の開発と販路開拓

　特別栽培米を使用した米粉麺（冷麺、パスタ、きし麺等）の商品開発・製
造を行い、地元飲食店、ネット販売のほか、アンテナショップ等を活用した
首都圏への販路開拓を行う。

東和こなっこ加
工組合

岩手県 花巻市

4
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11

有機農法による安全・安心な
農産物の生産、直売及び規
格外農産物を利用した商品
の加工・販売事業

　有機農法（農薬、化学肥料を使用しない農法）により生産した米、野菜を
使用して、弁当、漬物、味噌、ドレッシング、カット野菜を加工・製造し、地元
温泉街に隣接した直売所、飲食店舗等で販売する。

株式会社大滝
自然農園

秋保ビレッジ株
式会社

宮城県 仙台市

12

自社栽培大豆・特別栽培米を
使用した味噌製造と、自社酒
粕・味噌・農産物を使った加
工品の製造・販売事業

　自社で生産した米、大豆を使用した味噌と野菜、味噌、酒粕を使用した漬
物を開発し、関連会社直営店やインターネット等により販売する。

株式会社一ノ蔵 宮城県 大崎市

13
有機米及び特別栽培米を利
用した加工・直接販売事業

　自家生産の有機肥料を使用した有機米及び特別栽培米（農薬・化学肥料
不使用及び減農薬）を自社精米・パッケージ化し、既存販路に加え、イン
ターネットによる直接販売を行う。

有限会社蕪栗
千葉農場

宮城県 大崎市

14
こだわりトマトを利用した実需
者向け加工品製造事業

　既存のトマト加工品（ジュース、ソース、ケチャップ、ドライトマト）につい
て、新たに業務用パッケージを開発するとともに、ホテル、レストラン等への
販路を開拓する。

デリシャスファー
ム株式会社

宮城県 大崎市

15
米粉を活用した菓子製造販
売

　有機栽培米を使用した米粉スナック、冷凍だんごの開発・製造を行い、各
種イベントでの直販やネット販売、飲食店等へ販路を開拓する。

農業生産法人
有限会社ヒー
ロー

宮城県 大崎市

5
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16
登米産の米、トマトを活用し
た商品開発・販路開拓事業

　組合で生産する米、トマトを活用し、餅加工品及びトマト加工品（ドレッシン
グ、ケチャップ、ソース等）の開発を行い、既存販路に加え、インターネット
販売を取り入れる。

今泉営農組合 宮城県 登米市

17

米の新包装商品の開発及び
輸出による販路拡大に伴う
「南方ササニシキ」の国際ブ
ランド化事業

　有機栽培等により生産した「ササニシキ」を精米・真空パック化し、国内販
路に加え、海外（インドネシア、シンガポール、中国等）の高級寿司店や百
貨店等へ販路開拓を行い、本格的に輸出に取り組む。

有限会社
ＰＦＴサービス

特定非営利活
動法人
地・LOHAS推進
会議

宮城県 登米市

18
乾燥野菜の製造・販売と野菜
ガラス温室を活用した「交流
農場」事業

　自ら生産したねぎ、にんじん、だいこん等を利用した乾燥野菜スライス及
び乾燥野菜粉の開発を行い、交流農場での農作業体験入り込み客への直
接販売を行う。

コダマ農場 秋田県 八郎潟町

19
ジャンボニンニク、クレソンを
活用した新商品の加工・販売
及び輸出事業

　組合で生産するジャンボにんにくを使用したドライパウダー調味料、ハタ
ハタ寿司を開発するほか、クレソンと米粉を練り合わせたパスタを開発し、
直売所やインターネットで販売する。また、ジャンボにんにくは中国やロシア
へ輸出も行う。

農事組合法人
新田水稲生産
組合

秋田県 由利本荘市

20

小松菜などの自家製野菜と
地元和牛を利用した「野菜職
人がつくったこだわりの餃子」
の商品開発と販売事業

　自社で栽培する小松菜、にら、にんにく及び地元産の和牛を原料とした餃
子の開発を行い、地元直売所のほか、県内外の百貨店やスーパーへの販
路を開拓する。

株式会社あさあ
け農場

山形県 尾花沢市

6



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

21

自家栽培した果物（さくらんぼ
等）と野菜（きゅうり等）の規
格外品を使った加工商品の
開発と販売体制の確立

　自ら生産した果樹（さくらんぼ、りんご等）を使用したジャム、野菜（青菜、
きゅうり）の漬物等の開発を行い、お土産品及び贈答品としてさくらんぼ狩
り来園者等へ直接販売を行う。

北村　陽子 山形県 東根市

22

自社生産米による「米粉かり
んとう庄内産野菜シリーズ」
の開発とその生産技術確立
及び販路拡大事業

　自社生産の米粉と庄内産野菜のパウダー（にんじん、ごぼう、ほうれんそ
う等）を使用した「かりんとう」を開発・製造し、首都圏の商業施設、コンビ
ニ、大手スーパー等へ販売する。

有限会社米シス
ト庄内

山形県 庄内町

23
美味しさ新食感！自らつくっ
た米粉を利用したスナック菓
子の加工・販売事業

　自社生産の米粉を使用し、米粉スナック菓子を開発・製造し、大手ホーム
センターや都心のスーパーへ販売する。

農事組合法人
りぞねっと

山形県 真室川町

24

トマトを用いた各種トマトデ
ザートの開発・販売によるトマ
ト農園ブランド「OKAZAKI｣の
確立

　自社で生産する高糖度トマトを使用したゼリー、ジャム、トマトこんにゃく等
の商品を開発・製造し、既存販路に加え、インターネット販売を行う。

有限会社岡崎 福島県 伊達市

25
高付加価値ブレンド米販売と
米粉製造内製化事業

　従来の玄米・精米販売に加え、消費者の嗜好に合わせたブレンド米を開
発するほか、パン用、菓子用、生地用など用途に合わせた米粉を開発し、
既存販路に加えネット販売など販路拡大を図る。

御稲プライマル
株式会社

福島県 本宮市

7
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1

新商品「焼き芋ジェラート」
「焼き芋ペースト」の開発によ
る干しいも、焼き芋に続く第３
の柱の事業確立

　自組合生産の「さつまいも」の規格外品を使用し、焼き芋ペースト、焼き芋
ジェラートの商品をスーパー、百貨店等へ販売し、経営の安定化を図る。

農事組合法人
白鳥干いも生産
組合

ＡＣＣＭ株式会
社 茨城県 鉾田市

2

バターナッツかぼちゃの生産
と加工品製造と鮮度を売りに
した茨城県産野菜BOXのシ
ステムの構築

　バターナッツかぼちゃの特徴を活かしたペースト化の開発と製造販売、茨
城県産野菜の「野菜BOXセット」の周年販売により経営の安定化を図る。

株式会社カル
ティベイト・
ファーム

有限会社ハコボ
株式会社ウェル
シード

茨城県 石岡市

3
ショッピングセンター敷地内
店舗における地元茨城県産
農産物の販売事業

　自社の構成員が生産した農産物に対し自ら価格設定を行うシステムの
下、鮮度・形状・内容の「高品質」に責任を持ち販売することができる直売
所を通じ、新たなビジネスモデルを確立する。

株式会社ＥＬＦ
茨城県 つくば市

4

伝統農法による高栄養価有
機野菜を用いたニンジン
ジュース等加工品の開発と同
有機野菜及び加工品の直売
事業

　伝統的草農法により生産した有機野菜の増産とニンジンジュースをはじ
めとする食事療法に適した加工品を開発・製造し、ネットと直売所の販売に
より収益の向上を図る。

有限会社盛田
アグリカル
チャーリサーチ
センター

茨城県 つくば市

5
自家玄そばを利用したそば乾
麺・手打ちそば生麺の製造加
工及び販売

　自家栽培の玄そばを原料にそば乾麺・手打ちそば生麺の製造・加工・販
売により農業経営の安定化を図る。

鈴木　幸一 栃木県
芳賀郡
益子町

8
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6

地産の牛乳及び、地産のニ
ンジンを活用したニンジンミル
ク及びニンジンヨーグルト商
品の開発・生産・販売

　自組合員の生産した牛乳とニンジンを使用した「ニンジンミルク」、「ニンジ
ンヨーグルト」の商品開発・製造・販売により収益の向上を図る。

両毛酪農業協
同組合

栃木県 足利市

7
地元産100％の「餅・おこわ」
商品製造・販売による「古里
の味水車食房」のブランド化

　自ら生産したもち米を使用した「切り餅」「おこわ」の商品開発と製造・販売
により、農業経営の安定化を図る。

坂本　政明 栃木県 栃木市

8
自家生産大豆を活用した味
噌、豆腐の新商品開発

　自ら生産した米、大豆を使用した「味噌」「豆腐」の商品開発・製造・販売
により、農業経営の改善を図る。

岩村　文郎 栃木県
那須郡

那珂川町

9
手づくりトマトピューレの製
造・販売

　自家生産したトマト（小玉果・規格外）を使用した「トマトピューレ」の開発・
製造・販売により農業経営の安定化を図る。

小白井　孝治 栃木県 大田原市

10
ブルーベリーを利用したジャ
ム加工品の製造と販売

　自家生産したブルーベリー（未利用果実・規格外品）を利用したジャム加
工品の開発・製造・販売により経営の安定化を図る。

備藤　行裕 埼玉県 さいたま市

9



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

11
米、野菜（きゅうり、かぶ等）を
使用した商品の加工・販売事
業

　自組合員が生産した米・野菜を原料に、団子、塩麹ドレッシング、焼酎漬
けや塩麹、味噌を使った加工品の商品開発を行い、直売所及び消費地立
地型販売店での販売を通じ収益の向上を図る。

農事組合法人
房総食料セン
ター

千葉県
山武郡

横芝光町

12
メカジキを活用した加工品開
発および販路開拓

　自組合員が水揚げするメカジキを使用した土産物「メカジキカレー」「缶
詰」の開発・製造、販売を行い、関係者と共に地域資源であるメカジキの定
着による地域活性化を図る。

小笠原島漁業
協同組合

東京都 小笠原村

13
牛乳とアイスクリーム（ジェ
ラート）の自社生産加工・販
売事業

　自ら生産した生乳を使用したノンホモジナイズ牛乳の製造とアイスクリー
ム（ジェラート）の商品開発・製造・販売により農業経営の安定化を図る。

有限会社相澤
良牧場

神奈川県 横浜市

14
鶏卵の規格外卵を有効利用
したお菓子等の加工・販売事
業

　組合員が生産した鶏卵の規格外卵を使用した「たまごのソフトクリーム」、
「たまごの焼き菓子」を開発・製造し、組合直営の直売所で販売することに
より経営の多角化と組合員の所得向上を図る。

神奈川中央養
鶏農業協同組
合

神奈川県
愛甲郡
愛川町

15
都市農業にマッチしたニンニ
クの生産と黒ニンニクの加
工・販売事業

　自社及び地元の協力農業者が生産したニンニクを使用した加工品（黒ニ
ンニク）の開発・製造・販売により、農業経営の改善を図る。

株式会社グリー
ンピア相模原

神奈川県 相模原市

10
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16
山梨産の大型ニジマス「甲斐
あかね」を使った燻製等の商
品開発と販売

　自社開発の大型ニジマス「甲斐あかね」を使用し、加工品（スモーク、干
物）の開発・製造・販売により漁業経営の安定化を図る。

有限会社忍沢
養殖場

山梨県
南巨摩郡
富士川町

17
山梨県産ぶどうを活用したレ
スベラトロール高含有の新商
品の開発と販売

　自社生産の醸造用ぶどうとワイン製造時に出るパミス（絞り粕）を使用し、
加工品（レスベラトロール高含有ジュース・ワインジャム・ペースト）の開発・
製造・販売により農業経営の安定化を図る。

株式会社東夢 山梨県 甲州市

18
新生産方式による無添加あ
んぽ柿の開発と通年販売

　自ら生産した柿を使用した硫黄薫蒸を行わない無添加あんぽ柿・あんぽ
柿のシャーベットの商品開発・製造・販売により農業経営の安定化を図る。

有限会社山梨フ
ルーツライン

山梨県 山梨市

19

赤肉りんごと搾汁残渣を使っ
た健康にやさしい新商品の開
発・販売による地域活性化事
業

　自ら生産したりんご、プルーン、ラ・フランス等の果実を使用し、りんご搾
汁残渣による粉末商品や赤色りんごジュースを開発・製造し、地産地消の
推進と地域の活性化を図る。

松澤農園
松沢知一

長野県 小諸市

20

ソバの生産～販売まで食の
安全、美味しさを追求したお
客様志向の新商品開発・販
売による、地域活性化事業

　自社生産したそば、ねぎ・大根を使用したおやき・だんご・そばピラフ、冷
凍そばの開発・製造・販売により、地域の活性化と共に農業経営の安定化
を図る。

株式会社信州と
がくし高原農場

株式会社大久
保西の茶屋 長野県 長野市

11
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21

地域伝統野菜「ぼたんこしょ
う」の生産と加工品の開発・
販売による地域ブランド化事
業

　自社組合で生産した伝統野菜のぼたんこしょうの規格外品を利用したぼ
たんこしょうの加工品の開発、製造・販売により、地域の活性化を図る。

ぼたんこしょう
ファーム有限責
任事業組合

長野県 中野市

22

チェリーキッス、ブラムリー(加
工用果物）を使った新商品の
開発・販売による地域ブラン
ド化事業

　会員農家が生産した加工用果実を使用し、フレッシュジャム・ピューレ・冷
凍商品を開発・製造し、観光とのマッチングによる販売促進を行うことで、ブ
ランド化を図り、地域の活性化と農業経営の安定化を図る。

一般財団法人
小布施町振興
公社

長野県
上高井郡
小布施町

23
循環型農法による濃厚生乳
を利用した山本牧場ブランド
確立事業

　自社生産した生乳を使用し、加工品（ヨーグルト、チーズ、バター）を開発・
製造・販売することにより、地域ブランドの確立と共に農業経営の安定化を
図る。

山本牧場
山本宏幸

長野県
下高井郡
山ノ内町

24
地域養豚の復興と熟成乾燥
高品質高価格食肉製品の生
産による地域ブランド化事業

　自社ブランド豚「八千穂の豚」を使用したハム、ベーコン等の加工品の開
発・製造・販売により地域ブランド化を図り、収益の向上とともに地域の活
性化を図る。

きたやつハム株
式会社

長野県
南佐久郡
佐久穂町

25
環境に優しい高付加価値な
果物を使った新商品開発・販
売による地域ブランド化事業

　自ら生産した果物を使用した加工品（ジュレ、パスタ・パスタソース、ドライ
フルーツ）の開発・製造・販売により地域ブランド化を図り、農業経営の安定
化を図る。

マスニ農園
清野友之

長野県 中野市

12
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26
地元産そばを使った自社ブラ
ンド商品開発・発売による経
営強化事業

　自社生産したそば・小麦を使用し、そば加工品（そば茶、そば麺、そば米）
の開発・製造・販売により、農業経営の改善を図る。

株式会社かまく
ら屋

長野県 松本市

27
塩尻特産ワインと大豆を使っ
たもちの新商品開発とその販
売による地域ブランド化事業

　自ら生産したもち米、青大豆等を使用し、加工品（白餅、豆餅、ワイン餅）
の開発・製造・販売とともに学校給食への販売を通じ地域ブランド化を図
り、収益の向上と地域活性化を図る。

JA塩尻市女性
部わいわいクラ
ブ

長野県 塩尻市

28
飴色の柔らかい高品質「干し
芋」等の製造・販売

　自ら生産したさつまいもを使用し、高品質の柔らかい干し芋の開発・製
造・販売により、農業経営の安定化を図る。

株式会社まるや
ま農場

静岡県 掛川市

13
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1

地域特産のさつまいもを活用
した干しいも・さつまいもパウ
ダー入り米粉麺の製造・販売
事業

　自家生産の米及びさつまいもを利用し、さつまいもパウダー入り米粉麺及
び干しいもを製造販売する。

睦農園
熊倉　睦

新潟県 三条市

2
自社産米を使った和スイーツ
の製造・販売及び野菜の直
売事業

　自社生産の米を利用し、団子、あんころ餅、おはぎ等の商品化を行うとと
もに、直売施設を整備し、商品化した和スイーツ及び自社生産野菜の販売
を行う。

有限会社佐々
木耕起組合

新潟県 新発田市

3
和製スイーツ及び米粉へぎう
どんの商品開発・販売事業

　自社生産の米を利用し、あま酒の和製スイーツ（あま酒プリン・ティラミス
等）及び米粉へぎうどんの製造販売を行う。

有限会社まるい
ち

新潟県 小千谷市

4

富山県産米を100％飼料に使
用した卵「米寿の卵」を活用し
たスイーツ等の加工・販売事
業

　自社ブランド「米寿の卵（富山県産米を100％飼料に使用）」を利用した、
ジェラート、スイーツ、液卵の加工販売を行う。

有限会社仁光
園

富山県 高岡市

5
さつまいもを活用した新しい
食感のスイーツ・パンの商品
化・製造・販売事業

　さつまいもを活用したプリン、オムレットなどの新しい食感のスイーツ及び
パン商品の製造販売を行う。

有限会社アグリ
ワン薮波総合農
場

富山県 小矢部市

14
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6

能美市特産品の「加賀の丸
いも」を中心に、地元の農産
物を使った加工食品の開発・
販売事業

　能美市特産品の「加賀丸いも」と地元農産物を使ったごはんコロッケ、丸
いも米粉カレー、さつまいもの冷凍真空パック、春陽（低たんぱく質米）と丸
いものリゾットを製造販売する。

根上農業協同
組合

石川県 能美市

7
トマトとイチゴの加工品の製
造と複合型販売施設事業

　自社生産の米及びトマト、イチゴを利用した商品開発及びイートインス
ペースを設けた直売施設を開設することにより、経営の多角化を図る。

明城ファーム株
式会社

福井県 越前市

15
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1
岐阜県産米ハツシモと減農
薬野菜を使った商品の開発・
販売事業

　自社生産の米「ハツシモ」と減農薬で栽培した各種野菜を使用し「乳酸球
菌入り玄米だんご」と「ヘルシー餃子」に加工商品化することで収益性を改
善しながら販路を拡大し、当社の経営基盤を強化するとともに、地域農業
の担い手として、休耕地や耕作放棄地を引き受けて自社圃場を大幅に拡
充する。

株式会社ＬＳ
ふぁーむ

岐阜県 岐阜市

2
地域の特産品である富有柿
と大豆を利用した商品の加
工・販売事業

　地元特産の富有柿にこだわり、新たな加工技術を研究するとともに、「氷
菓」や「柿豆腐」を開発する。また、乾燥加工技術をさらに発展させて、料理
の食材となる柿の「ドライチップス」を開発する。
　地元特産品である大豆を使った新商品を開発し、既存商品によって築い
た販路を軸に、積極的に都市部の展示会にも参加することで、販路を拡大
する。

有限会社かゆり
ファーム

岐阜県 岐阜市

3

食品スーパー向けに肥育し
た交雑牛の直売及び新商品
の開発・販売、並びに、牛糞
発酵もみがらの開発・販売事
業

　食品スーパーとの契約に基づいて肥育した交雑牛を直接販売する。ま
た、農場から発生する牛糞と周辺稲作農家から発生するもみがらを組合
せ、完全に発酵させる技術・設備を導入し牛糞発酵もみがらを商品化す
る。更に、商品価値が低い部位の牛肉を使った加工商品の開発・販売を行
う。
　これにより経営基盤を強化し、経営改善を図るとともに、異業種連携の新
たな肥育牛経営モデルを構築する。

有限会社岐阜
県産牛研究セン
ター

岐阜県
養老郡
養老町

4
自社生産の玄米を主原料とし
た「玄米みだらし餅」の製造・
販売事業

　自社生産の米を活用した団子製品の開発、製造、販売を行う。原料は地
元産にこだわり、団子は玄米を搗き餅にして串団子状に加工し、餡やエゴ
マ等を味付けに使用する。
　地元スーパーと観光客向けに販売を行い飛騨高山でのポジショニングを
確立し広域出荷を図り、地元農業の活性化と観光産業の発展に寄与する
とともに、自らの経営基盤の強化を図る。

株式会社タイム
アンドフーズ

岐阜県 高山市

5
農薬を使わずに栽培した西
洋野菜、ハーブ等を利用した
商品の加工・販売事業

　種の選種からこだわった自社生産の西洋野菜・ハーブと地元食材を使っ
て、当社代表が経営するフランス料理店のシェフのアイデアと加工技術を
活かした農産物の加工商品を開発し、ブランド商品として名古屋市内のレ
ストラン等に販売する。更に名古屋駅近隣にデリカテッセンを新設し、商品
を販売する。

株式会社
HighlandFarm東
濃

岐阜県 瑞浪市

16



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

6
高冷地で栽培したトマトを使
用した加工品の製造・販売事
業

　自ら生産した完熟トマトを使用して、ケチャップ、乾燥トマト、ホールトマト、
トマトのピクルスの製造及び販売を行う。
　今まで出荷できなかった、おいしい完熟トマトを使用した商品を製造・販売
することにより、自社の収益の向上を図り、農業経営の安定化を図る。

有限会社橋場
農園

岐阜県 高山市

7
米粉を主に、すべてに飛騨産
原料の「高山ケークサレ（仮
称）」の開発・加工・販売事業

　自社製粉した米粉をベースとして、野菜類（トマト・ほうれんそう・かぼちゃ
等）を練り込んだ塩パウンドケーキ「高山ケークサレ（仮称）」の開発・生産を
行う。
　全て地元産の農産物を用いることで、飛騨高山のブランドイメージを背景
に商品の付加価値を高めて販売拡大することにより、経営基盤の強化を図
る。

有限会社ひだ
美女餅工房

岐阜県 高山市

8
米粉100％の乾麺パスタの開
発、加工、販売事業

　自社栽培、自社製粉の米粉を活用し、既存商品に加え新たに米粉乾麺
パスタを開発、生産、販売を行い経営の強化を図る。また、米粉製品のライ
ンナップの充実により、米粉商品の普及を図り、米の消費につなげるととも
に地域農業の活性化に貢献する。

PLUS株式会社 岐阜県 関市

9
「まんてんほうれん草」の食味
の良さと糖度の高さを生かし
た加工商品開発・販売事業

　糖度が高くえぐみの少ない「まんてんほうれん草」の食味とブランド力を生
かした加工商品群（ほうれん草コロッケ、ほうれん草ハンバーグ、ほうれん
草カレー等）を開発し、高級スーパーを中心に販売することで、一層の商品
付加価値の向上を図り、自社の農業経営基盤を強化する。

山一商事株式
会社

岐阜県 高山市

10
日本特有の文化食材である
鮎を利用した商品の加工、販
売事業

　鮎のフィレや開き（骨なし）などの加工品を商品開発・生産するとともに、
その新たな販売ルートを構築することによって、経営の多角化、高度化を
図り、養殖業経営に付加価値を取り組むことで、経営の改善を図る。
　また、幅広い消費者層に鮎関連商品を提供することで日本の伝統食文化
保守と自然環境保全を啓蒙、効果の波及等二次的な効果を狙う。

兼升養魚漁業
生産組合

愛知県 豊川市

17
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

11

牛肉（知多牛）・生乳を原料と
した畜産物加工品と農畜産
物の販売及び農家レストラン
の経営による地域農業の発
信拠点づくり

　地域の特産である「知多牛」を核とした、農畜産物の加工品を食品衛生管
理に適した環境で製造し販売する。
　また、それらの加工品と地域の農産物を材料とした総菜の製造販売及び
農家レストランでの提供を行う。
　この施設で直売及び食材として使用が可能な野菜・果樹など自ら生産す
るとともに、地域の生産者からも調達し連携する。

株式会社黒牛
の里

愛知県 半田市

12
ミニトマトを使用した新たな加
工品開発、販売事業

　自ら生産したミニトマトを使用した加工品（コンポート、ゼリー、カラートマト
を使用したトマトの粉末飲料等）の開発及び販売事業を通して経営規模を
拡大し、農業経営の基盤強化と安定化を図る。

中野　悦宏 愛知県 愛西市

13
育てて食べる暮らしの場で飼
育した豚肉の加工販売事業

　飼育した豚を活用して、ウインナーやハム、ハンバーグなどの加工品を製
造委託し、直営売店にて精肉やウインナー等を販売するとともに、自家製
の米粉パンを用いたハンバーガーやホットドッグ等の販売を行う。
　大規模ではない農家としての生産と暮らしを行う農業経営のモデルケー
スとしての確立をめざし、多様な農業経営が共存できる地域社会の実現に
貢献する。

渡部　千美江 愛知県 田原市

14
椎茸を活用した新商品の加
工販売事業

　自ら栽培した椎茸を、味付け乾燥チップ及び乾燥椎茸の粉末に加工し、
付加価値を高めた加工品として販売することで、経営の高度化を図る。原
料生産から加工・販売までを一貫して行うことで安心・安全を「見える化」
し、当組合のイメージアップを図りながら、年間を通した安定的な売上を確
保し経営基盤の強化を図ることで、雇用の創出と安定確保を図る。

農事組合法人
ＩＮＳ

三重県 四日市市

15
東員町を中心に栽培した、米
と大豆を利用した商品の加
工・販売事業

　自社生産の米を使用し、洋菓子の原料にもできる、お客様のニーズに合
致した米粉の開発及び米粉と大豆を用いた新商品（携帯食、洋菓子、ギフ
トセット）の開発を行い、直売ブランド「アグリエンジェル（仮称）シリーズ」と
して地元直売所やスーパー等で販売することにより、米に付加価値を与
え、農業経営の改善を図る。

有限会社アグリ
ベース
辻

三重県
員弁郡
東員町

18
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村
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16
桑名市産のもち小麦を利用し
た麺類の加工・販売事業

　桑名市産の「もち小麦」を用いた麺に「桑名のり」を練り込んだ新しい商品
を開発・生産する。新商品は、桑名三川商工会のネットワーク（観光事業
者）等を活用し販売する。新しい販売ルートの構築により、経営の多角化・
高度化を図り、農業経営の改善を図る。

伊藤　宏幸 三重県 桑名市

17
南伊勢町の特産品の養殖真
鯛を利用した加工品の開発・
販売事業

　相場価格に大きく影響を受ける活魚専業経営から脱却するため、自社で
育てた真鯛を使った加工品（鯛飯の素・真鯛の温燻）を開発する。自らの責
任で価格決定を行う加工品に販売をシフトしていくことにより、経営の改善
を図る。

岡　弘矢 三重県
度会郡

南伊勢町

18

自社米と自社製味噌を活用し
たおにぎり・ドレッシング・菜
味噌・惣菜等の開発販売事
業

　自社米と自社製味噌を使用し、米加工品（おにぎり、米糀等）、味噌加工
品（柿味噌ドレッシング、菜味噌等）、総菜の開発・製造を行い、自社の直
売所での販売や近隣企業への販売を行う。

有限会社グリー
ントピア・ヨシダ

三重県
度会郡
玉城町

19
獣害対策のため捕獲した猪と
鹿を有効活用した商品開発、
加工、製造、販売事業

　獣害対策のため捕獲した猪・鹿を食肉解体施設を設置して、捕獲から解
体・販売までを一貫して行う。精肉販売のための食肉加工処理技術の確立
を図るとともに、鹿肉ジャーキーなどの加工品を開発・製造し、獣肉への付
加価値化を図ることで、経営の多角化と経営基盤の強化を図る。

株式会社住澤
工務店

三重県 伊賀市

20
いなべ市産のいちごを使用し
たピューレ及びもち米を使用
したもちの加工・販売事業

　自ら生産するいちごを使用した、いちごピューレの商品開発・製造を加工
場を整備して実施し、年間を通して飲食店に販売する。
　また、新たにもちの加工に取り組み、もち精米の販売先及びいちご狩りの
来園者に向けて販売する。

多湖　一 三重県 いなべ市

19
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21
自社農園の柑橘を丸ごと活
用した加工・販売事業

　自ら生産した柑橘をジュースにした際に発生した絞りかすである果実の皮
を冷凍し、パウダー加工にして販売するとともに、摘果柑橘を使用し果汁や
果皮として加工し販売する。また、その加工品を用いた菓子類等を製造・販
売することにより、柑橘の種類が少ない夏場の直営店の経営を改善する。

農事組合法人
土実樹

三重県
度会郡

南伊勢町

22
伊賀島ヶ原地区の、米を使っ
た菓子加工品の新商品開
発・販売事業

　既存商品の菓子、漬物に加え、当法人で栽培した米を米粉にし、菓子等
の新たな加工商品の開発・製造・販売を行う。商品のラインナップを充実す
ることにより、販路に合わせた商品を提案し、既存の販売先の他に新規の
販路開拓を行うことにより、農業経営の発展と改善を図る。

農事組合法人
百姓工房伊賀
の大地

三重県 伊賀市

23

いなべ市藤原町古田地区で
生産されたもち米及びうるち
米を利用した商品の加工・販
売事業

　保存性の高く新たな食感を楽しむ草餅等冷凍和菓子、季節のおこわ、保
存性の高いもちを開発・販売することにより、経営基盤の強化を図る。

有限会社藤原
ファーム

三重県 いなべ市

20
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

1
米粉・麹と既存農産物のコラ
ボレーションによる商品の加
工・販売事業

　滋賀県彦根市極楽寺町内にある当社において加工施設を新たに整備
し、自家生産している米から米粉と麹を開発・生産する。さらに米粉パンや
味噌、鮒寿しを開発・生産、販売していく。

農事組合法人
河瀬西部地域
営農組合

滋賀県 彦根市

2

自家農園で生産した野菜（湖
南市伝統野菜「弥平とうがら
し」）を利用した商品の加工、
販売事業

　弥平とうがらしの生産を4倍に拡大し、加工品の販売量を増やすとともに、
新たな加工品開発を行い、弥平とうがらしぴりりシリーズのアイテム数を増
やすことにより、家庭使いだけでなく、業務用、詰め合わせによる贈答用商
品、お土産用商品として販売を行うことにより、滋賀・湖南市を代表する特
産品にする。

株式会社fm
craic

滋賀県 湖南市

3
キャルファームのトマトとニン
ジンを利用した、加工品販売
事業

　現状の生鮮野菜に加え、トマト栽培を大玉トマトだけでなく、ミニトマトへの
拡大やトマトによる加工品（トマトケッチャップ、トマトジャム、トマトソース、ト
マトピューレ、ドライトマト・ピクルス）や人参の加工品（ピクルス・人参ジュー
ス、人参ピューレ）の開発に取り組み、年間を通じた収益を確保する。

キャルファーム
大西　雅彦

兵庫県 神戸市

4
水耕栽培で収穫した野菜を
カット野菜に加工・サラダセッ
トとして販売

　自社で生産した野菜を根部や不可食部分を除いた下処理済みのカット野
菜として新規生産・販売するとともに、ドレッシングを添付あるいは配合した
サラダセットの生産を行うことで、消費者ニーズに対応した野菜を供給す
る。
　野菜の付加価値向上を図りインターネット、マスメディアを活用した販売拡
大により経営の拡大と安定化を図る。

ＡＩＵＥＯ合同会
社

兵庫県 姫路市

5
地域特産品原材料としての｢
宝塚バジル｣の栽培と一次加
工商品の製造・販売

　バジルとその加工食品を宝塚の新たな特産品としてブランド化していく宝
塚バジルプロジェクトを推進するため、新たにバジルの一次加工品を開発
し、宝塚市内の飲食店、旅館、ホテル、ゴルフ場等に販売する。

株式会社バジ
リーニ

兵庫県 宝塚市

21
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6
てん茶の開発・生産・販売の
推進

　契約先に販売する商品を「煎茶」から「てん茶」に切り替えることにより、収
益性の向上を図る。

有限会社月ヶ瀬
みのり園

奈良県 奈良市

7

さくらんぼ、野菜を活用した加
工商品の開発・生産と、観光
農園型「地域憩いの場」提供
による農産物直売所の新設
事業

　さくらんぼ、ぶどう、トマトを使ったジャム作りに取組み、今後整備する直
売所と観光農園にて野菜とともに直売販売を行う。

青垣観光農園
竹村　佳己

奈良県
磯城郡

田原本町

8
高品質野菜の加工・販売に
かかる持続可能な商品開発・
販売促進事業

　栽培物である白菜を使って、素材の美味しさを保持した浅漬け漬物の商
品開発を行う。
　製品の開発に際しては、現在取引のある京阪神の量販店バイヤーや調
理人の意見を取り入れて製品ブラッシュアップを行うとともに、新たなレシピ
の開発や製造技術の習得により売れる商品づくりを行う。

株式会社吉岡
農園

和歌山県 紀の川市

22



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画
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市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

1
無胞子ヤナギマツタケの量産
化とそれを用いた新商品（ご
飯の素）の開発事業

　ヤナギマツタケの量産化を図るとともに、包装形態も含めた魅力のある加
工品（ヤナギマツタケご飯の素）を開発し、知名度を上げながら、新たな需
要・販路を拡大する。

菌興椎茸協同
組合

鳥取県 鳥取市

2
島根県沖の日本海域で漁獲
された魚介類の加工・販売事
業

　島根県沖の日本海で漁獲された魚介類を活用した生鮮加工品・調理品
の商品開発を行い、直営店での小売や調理品の食事提供及びインター
ネットによる販売を行う。

株式会社暉祥 島根県 松江市

3
「キクラゲ」と「シイタケ」を原
材料としたレトルトパウチ食
品等の開発･販売

　キクラゲやシイタケを活用して、レトルトパウチ食品等の加工食品の開
発・製造・販売を行う。
　キクラゲの知名度アップを図るために、ホームページやパンフレットを充
実させ、生産工程の紹介・品質検査等の生産者の顔を「見える化」やキクラ
ゲの調理法などをレシピにより紹介する。

三宝産業株式
会社

岡山県 岡山市

4
樹上完熟栽培「瀬戸田シトラ
ス」を利用した加工品の開
発・販売及び生果の販売

　樹上完熟みかんの新たな販売方法として、観光関連業者や企業等を対
象とした「オフィスみかん」の売り込みを図る。
　また、樹上完熟栽培「瀬戸田シトラス」を利用した加工品(ジュース、ドライ
フルーツ及びこれを活用した製菓)の開発・製造販売に取り組む。

有限会社平田
観光農園

株式会社果実
企画
川西地区果実
共同加工組合

広島県 三次市

5
自社間伐材を活用した構造
材用化粧合板等の開発・販
売事業

　自社の間伐材を活用し、構造材用化粧合板等の開発・販売及び大手文
具・家具メーカーとの共同開発による木材利用製品の開発・販売に取り組
む。

株式会社ビッグ
ウィル

徳島県 東みよし町

23



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

6
ムムム農法により栽培した野
菜を活かした介護食・野菜
スープ等の開発・販売事業

　自社生産野菜を使用した、マッシュ野菜・介護食及び野菜スープの商品
開発、製造、販売を行う。

農業生産法人
株式会社ムム
ム自然栽培農
場

香川県 東かがわ市

7
高知県初・本格的な小麦の
生産・加工・販売業

　高知県において初の本格的な小麦栽培を行い、自社で製粉した小麦粉を
「四万十小麦（商標登録）」として、ブランド化を図りながら、自社店舗でうど
んにして提供するとともにパン等も加工し、有利販売を行う。

有限会社源水 高知県 四万十町

24
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市町村
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1
自ら生産したもち米と野菜で
作る新たな餅製品の開発と
通年販売事業

　餅に季節野菜を混ぜ込んだ「野菜入り餅」を商品開発するとともに、一年
を通してコンスタントに生産・販売を行うことで農業経営の改善を図る。

農事組合法人
ｅ－ＦＡＲＭ久留
米

福岡県 久留米市

2
ラディッシュの色と食味を活
かした特徴のある漬物の加
工販売

　自社でラディッシュの漬物を商品開発・生産することで、青果を含めた付
加価値の創造と販売促進ができる体制を構築し、農業経営の改善を図る。

株式会社カラー
リングファーム

福岡県 久留米市

3
冬採りマンゴーの栽培と加工
品の開発・販売

  先行の大規模事業者との差別化のため、マンゴーの一部を冬期に収穫で
きるよう栽培し、希少なマンゴーとして直接販売を行うことで農業経営の改
善を図る。
　また、加工品としてドレッシングとドライフルーツの商品化を行い、売上の
向上を図る。

株式会社８８
ファーム

福岡県 久留米市

4
こだわりの自社生産柑橘類を
利用した加工品の製造・販売
事業

  冷凍ジュース、飲みきりサイズのスパウトジュースを商品開発・生産すると
ともに、新たな販売ルートの構築や絞りたてのおいしさを提供する移動販
売を取り入れ、農業経営の多角化、高度化を更に進め農業経営の改善を
図る。

合同会社田島
柑橘園＆加工
所

佐賀県
藤津郡
太良町

5
長崎県の特産物であるビワ
の種を利用した商品の加工・
販売事業

　自社生産しているビワの種をパウダー加工し、ビワの葉や他の生産物と
組み合わせた商品を開発し、販売していく。新たに加工兼直売施設を整備
し、簡易な加工体験を組み入れて、観光客等向けに販売を行い、経営改善
を図る。

社会福祉法人
出島福祉村

長崎県 長崎市

25
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市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

6
米を飼料として飼育した「米
豚」を使用した商品の加工・
販売事業

　米を飼料として自家飼育した「米豚」と自家生産の米により製造した「米
粉」を使用した米粉とんかつ等の新商品を開発し、新たに整備する加工兼
直売施設での販売や地元スーパー、飲食店などへの販売を行うことで、農
業経営に付加価値を取り込み、農業経営の改善を図る。

土井　賢一郎 長崎県 諫早市

7

カロチン含有量が豊富な大村
市の特産物の黒田五寸人参
を利用した商品の加工・販売
事業

　カロチン含有量が高い黒田五寸人参を利用してお茶、菓子等のヘルシー
商品を開発し、新たに整備する加工兼直売施設での販売や地元の量販
店、老人ホームなどへ販売を行い、農業経営の改善を図る。

商栄株式会社 長崎県 大村市

8
規格外のレタス、ジャガイモ、
カボチャを利用した商品の加
工・販売事業

　規格外品のため量販店等へ出荷できないレタス、ジャガイモ、カボチャを
活用し、カット加工や燻製加工した商品等を製造、販売して、生産性と付加
価値を高め、農業経営の改善を図る。

株式会社太陽
野菜

長崎県 雲仙市

9
自社生産養殖魚のハマチ、タ
イ等を原魚としたフィーレ、ロ
イン加工等開発、販売事業

　自社生産養殖魚をドレス、フィーレ、ロイン加工し、購買者のニーズにあっ
た高付加価値商品を販売する。生産から加工、販売までの一貫体制とコー
ルドチェーンを整備することで、高品質・高鮮度の商品提供を可能とし、他
社との差別化を行い、経営改善を図る。

有馬屋水産株
式会社

長崎県 南島原市

10
自家生産米の米糀を利用し
た加工食品の開発・製造・販
売

  「生きた酵素をそのまま食べる」をテーマに、自家生産米利用の米糀を素
材にした加工品「食べる生甘酒」「甘酒シャーベット」を開発する。
　直売所において、米糀製品の販売を行い、地域に根付く直売店として販
路を開拓する。

株式会社すぎも
と農産

宮崎県 小林市
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平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

11

自家農場で肥育した和牛（赤
身牛肉）の販売と、赤身牛肉
を素材とした加工食品の開
発、販売

  新しい肥育方法の導入と独自の配合飼料により高品質の赤身和牛を生
産し、「精肉」の販売及び付加価値を高めた「赤身肉を素材にした加工食
品」の開発を行い、新たな販路を開拓して経営の改善を図る。

森木　清美 宮崎県
児湯郡
川南町

12
人参「向陽２号」・さつま芋「黄
金千貫」を使用したドレッシン
グの製造・販売

  人参「向陽２号」・さつま芋「黄金千貫」を使用したドレッシングの製造・販
売による経営の安定化・地域農業の活性化を図る。

株式会社久木
田農園

鹿児島県 霧島市

13
さつま芋「紅はるか」を活用し
た回転焼き・たい焼きの製
造・販売事業

  さつま芋「紅はるか」を活用した回転焼き・たい焼きの製造・販売をするこ
とにより、地域農業の活性化を図る。

有限会社福山
特殊農産

鹿児島県 霧島市

14

地域資源の「発酵飼料」を活
用した自家産卵及び地域特
産品を利用した、より付加価
値の高いスウィーツ類の商品
開発及び販売事業

  地域資源の「発酵飼料」を活用した自家産卵と奄美の特産品等をコラボさ
せたより付加価値の高いスウィーツ類（カステラ、ブッセ、マンゴーロール、
ダブルシュー、チーズケーキ）を開発し、販売を拡大する。
　また、自社インターネットの開設を行い、ネットによる直販を行うほか、関
東中心のデパートにて需要を開拓し、販路拡大を図る。

株式会社みな
みくんの卵

鹿児島県 奄美市

15
奄美大島におけるまぐろハン
バーグほかまぐろ、かつお加
工品の開発と販売

　自らが漁獲したまぐろ・かつおの加工品（ハンバーグ、餃子、シュウマイ）
を開発、販売する。

株式会社脇田
総合

鹿児島県 奄美市
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平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

16

自社製造した有機肥料で生
産している胡麻と菜種を自家
焙煎・圧搾・精製・瓶詰し販売
する事業

　自社で生産している胡麻と菜種を加工精油して胡麻油や菜種油を販売す
る。
　販売についてはネット等による販売も展開する。

クリーンベース
ちらん株式会社

鹿児島県 南九州市

17

茶葉の委凋（いちょう）工程と
茶葉発酵工程を加えた新た
な製法による紅茶を加工販
売する事業

　現在生産している茶葉を今までにない製法により、新たな風味と味を楽し
める紅茶を生産販売する。また、首都圏の販売先へ売り込み、売上増を目
指し農業経営の改善と安定化を図る。

株式会社知覧
心茶堂

鹿児島県 南九州市

18
有機栽培で収穫した「生茶」
を使ったフレーバー紅茶の加
工製造と直販事業

　有機栽培した生茶を使い、紅茶へのフレーバー加工した新商品を開発・
生産し、生産品の付加価値を高めるとともに、ウェブを活用した新たな販売
方法や百貨店や飲食店等、直接取引するなど販路の多角化を図ることに
より経営の改善を図る。

白川　満秀 鹿児島県
熊毛郡

屋久島町

19
沖永良部島の特産品である
キクラゲの加工・販売事業

　自ら生産したキクラゲの加工品および粉末加工した乾燥キクラゲを使っ
たサプリメントを開発・生産するとともに、それらの新たな販売ルートを開拓
することによって、経営の多角化と付加価値向上を実現し、経営の改善と
安定化を図ると同時に雇用の拡大を通して地元経済の活性化に貢献す
る。

沖永良部きのこ
株式会社

鹿児島県
大島郡
和泊町

20
大隅半島で生産された野菜
を乾燥・粉末にし、それを利
用した商品開発と販路拡大

　自社及び近隣で生産した野菜を一次加工(カット・乾燥・粉末)し、商品開
発(芋麹味噌・ごぼうあられ・健康食品の原料)を行い、新たな消費市場の構
築を図る。

株式会社オキス 鹿児島県 鹿屋市

28



平成２４年度　第２回認定一覧 総合化事業計画

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

21
薩摩鴨の鴨肉及び卵・鴨ガラ
を活用した商品の開発・加工
と販売ルートの構築

　特別飼育により付加価値の高い鴨の生産を行い、生産した鴨を原料とし
た商品開発を行うとともに新たな販売ルートを構築し、経営の多角化・高度
化を図る。

日本有機株式
会社

鹿児島県 曽於市

22
自ら飼育した鴨を使用した新
たな加工食品の開発・販売

　合鴨ではなくイギリス原産の「チェリバリー種」の鴨を安定的に生産し、鴨
肉を食する習慣の拡大を図るとともに、余剰部位を使用した新商品の開
発・販売を行う。

ドレイクスファー
ム株式会社

鹿児島県
肝属郡

南大隅町
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要 都道府県

1

地域の特産品である石垣島
金城ビーフと石垣島アグーを
利用した新商品の加工・販売
事業

　黒毛和種の石垣島金城ビーフ及び石垣島アグーを原料とした商品開発
及び加工販売を行う。低温乾燥法を用いた特殊な燻製加工によってハム・
ソーセージ等を加工・販売する加工販売施設と併せて畜舎を整備すること
で農業経営の改善を図る。

農業生産法人
有限会社ゆい
まーる牧場

沖縄県 石垣市

2
自家農園のハーブを利用した
加工品開発と新商品展開事
業

　ハーブスクールを中心とした運営を行うとともに、さまざまなハーブを使っ
た加工品の生産・販売を行う。また、ピパーチや島バラの生産体制を拡大
し、ＷＥＢによる通販、卸、直売の展開を進め、経済効果のある農業経営を
行う。

農業生産法人
株式会社石垣
島胡椒園

沖縄県 石垣市

3
規格外野菜ともやしを利用し
た商品の加工・販売事業

　自家生産した野菜（人参、南瓜、玉ねぎ、トマト等）の規格外品を用いた多
様な利用形態をもつ加工用食材を開発することを目的として乾燥、粉末加
工所を整備。
　規格外の野菜等を凍結乾燥（フリーズドドライ）させて粉末状にした乾燥
粉末食品の生産・販売を行うとともに、天候に左右されないもやしを利用し
た加工品の生産・販売を行う。

農業生産法人
有限会社あらぐ
さ

沖縄県 八重瀬町

4
県産の青果、果樹、野草を利
用した乾燥加工・保存による
商品開発及び加工販売

　自然乾燥と低温乾燥機を組み合わせることで県産の青果、果樹、野草を
原料としたドライフルーツ・乾燥野菜といった付加価値の高い加工品や特
産品の商品開発を行う。また、加工原材料である野菜等の苗の安定供給を
目的とした苗テラスを整備することで、加工原材料の計画的な生産と収益
の安定を図る。

ネクストステー
ジ沖縄合同会
社

沖縄県 浦添市

5

沖縄県産無農薬栽培したモリ
ンガ、なた豆、クーガ芋、しょ
うが、キャンドルブッシュを利
用した商品の加工・販売事業

　沖縄県産モリンガ、なた豆等を原料とした商品の加工・販売を行うととも
に、新たな販路開拓することにより、経営の多角化・高度化を図り、農業経
営の改善を図る。

農業生産法人
株式会社琉球
エコプロジェクト

沖縄県 名護市
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平成２４年度　第２回認定一覧 研究開発・成果利用事業計画

申請者 共同申請者 協力者

1

メタン発酵の廃液（消化液）を
利用した肥料生成技術、循環
再利用技術および消化液余
剰分の低コスト浄化処理技術
の確立に向けた研究開発

　農山漁村のバイオマス資源を利活用した、メタン発酵により発生する消化
液の低コストの浄化システム技術を確立・実証及び消化液の液肥としての
定量化と肥料生成技術を確立する。

公協産業株式
会社

岡山県 岡山市

事業の概要№ 事業名
事業者

都道府県 市町村

31


