
六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年3月29日追加分

1／5

申請者 共同申請者 促進事業者

1
自家産ぶどうによるオリジナ
ルワインの製造・販売

　自家産のぶどうでオリジナルワインを製造するため、マイクロ・ワイナリー
を創設し、原料となるぶどうの栽培規模拡大と品質向上を図るとともに、醸
造技術を磨き、これまで培ってきたソムリエ関係者とのネットワークを活かし
て販路の拡大を目指す。

高橋葡萄園 岩手県 花巻市

2
ＪＡあさひな循環型農業に於
ける新たな商品開発と地産地
消による販売確立事業

　組合員が生産する菌床しいたけ、そば、ブルーベリー、イチゴを使用し
て、しいたけ佃煮、そば焼酎、ブルーベリーワイン、イチゴ菓子等の加工品
開発を行い、ネット販売や輸出拡大に取り組み、販路の拡大と組合員の所
得向上を図る。

あさひな農業協
同組合

宮城県 大和町

3

希少品種スパークリングワイ
ンとぶどう園で放牧する羊や
山羊を利用した加工品の製
造・販売

　商品のバラエティー化を図るため、希少品種を用いたスパークリングワイ
ンを新たに製造する。また、園地除草の省力化のため羊や山羊を放牧し、
新たに羊肉加工品、山羊乳チーズの商品開発を行い、ぶどうと畜産の一体
的な取組により、経営の多角化と所得の向上を図る。

農業生産法人
有限会社
酒井ワイナリー

山形県 南陽市

4
地域資源を活用した東和地
ワインプロジェクト事業

　地区で生産したりんご及びぶどうでワインを製造し、地元の農家民宿や直
売所への販売を足掛かりに、首都圏や福島県物産館等を通じた販路の拡
大により、所得の向上と地域の活性化を図る。

ふくしま農家の
夢ワイン
株式会社

福島県 二本松市

5

自社生産農産物・加工品の
販路拡大へ向けた農園直営
飲食店・アンテナショップの新
規出店、ならびに未利用資源
であるもみ殻を活用した新商
品開発事業

　農園直営の飲食店を出店するとともに、アンテナショップを併設し、自社
農畜産物の販路として、第２の収益の柱を構築する。また、未利用となって
いるもみ殻のエコ燃料を開発し、冬場の仕事を創出して人材の定着・育成
を図る。

有限会社
菊地農園

福島県 只見町

6

香りの高い（アロマティック）新
品種ブドウを利用した新商品
開発・販売による地域ブランド
化事業

　自社農場で生産したアロマティック品種ブドウを活用し、品種の特徴を活
かしたワイン、ジャムの開発、販売により、ワインを核とした地域ブランド化
と経営の安定化を図る。

株式会社
ヴィラデストワイ
ナリー

長野県 東御市

市町村
事業者

№ 事業名 事業の概要 都道府県



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年3月29日追加分

2／5

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

7
薬草の栽培と生薬原料への
加工・有効活用

　自社で生産した朝鮮人参を乾燥調整するほか、当帰や芍薬などの未利
用部分から有効成分を抽出（粉末・液体）し、生薬メーカー等へ販売するこ
とにより、所得の確保と経営の発展を図る。

農業生産法人
株式会社
光変換光合成
促進農法

長野県 岡谷市

8

自家生産果樹を中心としたワ
イン、シードル、ビネガーの内
製での新商品化と販売拡大
事業

　ワインブドウの生産を拡大するとともに新品種を導入し、新品種を活用し
たワインやりんごシードル、柿ビネガー等の新商品を開発する。また、自社
ワイナリー・カフェやウェブショップでの販売を強化し、農業経営の安定化と
発展につなげる。

株式会社
Ｔ－ＭＡＲＫＳ 富山県 氷見市

9

自社生産の紅映梅（べにさし
うめ）を使った新商品（リ
キュール類）の製造・販売事
業

　若狭町の特産品である紅映梅を使用し、従来の梅酒と比べて低糖、高ア
ルコールの新しいタイプのリキュール及び炭酸を充填したスパークリング梅
酒を開発する。地元直売所での販売やネット販売等の販路を開拓し、所得
の向上と地域の活性化を図る。

株式会社
エコファームみ
かた

福井県 若狭町

10

伊吹山麓で栽培したヨモギ、
ミヤマトウキ、イブキジャコウ
ソウを使った加工商品の開
発・販売事業

　伊吹山麓で生産したヨモギ、ミヤマトウキ、イブキジャコウソウの品質の高
さを生かしたコスメ商品（抽出液、石鹸、乳液）を商品化するとともに、地元
の製麺業者と開発中のヨモギのうどん、そば（乾麺）についても商品開発・
販売する。

特定非営利活
動法人
山菜の里いび

岐阜県
揖斐郡

揖斐川町

11
四つ葉のクローバーのメッ
セージ性を活かした新商品の
開発及び販売事業

　「幸運」のアイテムとして知られている四つ葉のクローバーについて、観賞
用だけでなく、食用に適した栽培方法を確立するとともに、四つ葉のクロー
バーの持つ癒し効果とメッセージ性を活用した新商品（ゼリー、キャンドル
等）を開発し、新たな販売方式の導入により、通年販売することで所得の向
上を目指す。

澤田　耕太郎 愛知県 常滑市

12
たもぎ茸を粉末等に加工し、
その成分を活用した新商品
の加工・販売事業

　「たもぎ茸」の菌床生産を内製化することで、コストダウンを図るとともに、
加工施設を整備して新たに「たもぎ茸の水煮」を製造し、販売を行う。また、
「たもぎ茸」を粉末化した一次加工品を製造委託することにより、「たもぎ茸
入り石鹸」などとして商品化し、新たな用途の開拓による経営の改善を図
る。

有限会社
音金

三重県
多気郡
明和町



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年3月29日追加分

3／5

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

13
ハスの実および実粉を使った
加工品の開発・製造および販
売事業

　新事業としてハスの実および実粉を使った加工品（茶・飴・パスタ・パスタ
ソース・ケーキ・クッキー・ごはんの素・化粧品）を製造し、新たな販売ルート
を構築することによって、季節的変動の大きい売上げを平準化し経営の安
定と多角化を図る。

株式会社
杜若園芸

京都府 城陽市

14
境港産未利用魚（いわし、あ
じ、さば等 ）の活用による新
商品開発と販路開拓事業

　美保湾の沿岸漁獲物（いわし、あじ、さば等 ）のうち、小型サイズなどの
未利用品を有効活用した、しぐれ煮などの加工品開発・製造・販売を行うこ
とにより、沿岸漁業者の経営体質強化と所得の向上を図る。

鳥取県漁業協
同組合境港支
所

株式会社
大新

鳥取県 境港市

15
大山乳業の生乳と鳥取県産
農産物でつくるアイスクリーム
の新商品開発事業

　大山乳業の主力事業であるアイスクリーム加工販売事業にスイカなどの
鳥取県産農産物を使用した「鳥取県生まれのこだわりのアイスクリーム」を
新たに商品化し、生乳需要増を図ることで、組合員の生乳生産量を増加さ
せ、所得の向上を目指す。

大山乳業農業
協同組合

鳥取県
東伯郡
琴浦町

16
トマト、トウガラシ、大豆、六条
大麦を用いた商品開発と加
工品５種類の製造販売事業

　有機栽培の加工用トマト・トウガラシ・大豆・六条大麦の生産規模を拡大さ
せるとともに、新たに加工用トマトの特別栽培を開始し、これらを原料とする
トマトピューレなどの新商品開発・製造・販路拡大により売上向上と経営の
安定化を図る。

有限会社
やさか共同農場

島根県 浜田市

17
大麦若葉を活用した乾燥粗
粉砕品の加工･販売事業

　国産有機JAS認定の大麦若葉栽培の面積を拡大し、乾燥粗粉砕品を自
社加工することにより、健康食品メーカー等への通年販売と販路拡大を図
る。これにより大麦若葉の栽培・加工・販売事業の収益向上と経営の安定
化を図る。

株式会社
有機ファーム研
久屋

島根県
邑智郡
邑南町

18
自社生産の安納芋及びそば
を活用した加工品の開発、製
造及び販路開拓

　安納芋を活用した加工品の開発・製造・販売を行う。また、自社で生産し
たそばを原料とする風味豊かな「円城そば」を製造するとともに、観光業界
との連携などにより、ブランディングを行い、販売する。これにより所得向上
と経営の安定化を目指し、雇用の創出を図る。

株式会社
吉備の国野菜
村

岡山県
加賀郡

吉備中央町



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年3月29日追加分

4／5

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

19
レモンの果皮（搾汁残渣を含
む）を利用したレモン加工製
品の開発、製造及び販売

　レモン果汁搾汁後の果皮を有効活用した、新商品の開発と製造を行い、
加工部門の収益を向上させることにより、加工用レモン購入価格を向上さ
せ、生産農家の安定的で継続的な収益構造の確立と、農業経営の安定を
図る。

株式会社
ヒロシマ・コープ

広島県 三原市

20
規格外の小イワシを活用した
魚醤、アンチョビペーストの商
品開発、製造、販売

　いりこ加工に使用できない規格外の小イワシを活用して、「魚醤」「アン
チョビペースト」を開発・製造・販売することにより、収益性の向上と経営の
安定を図る。

有限会社
前水産

広島県 江田島市

21
自社栽培の食用バラを使用し
た商品の開発・販売

　栽培期間中、農薬不使用で栽培した食用バラを活用し、「バラの町福山」
を代表するバラゼリーなどの新商品を開発・販売する。また、食用バラの直
販にも取組み、経営の安定と地域の活性化を図る。

マチモト
株式会社

広島県 福山市

22
こだわりのトマト・キュウリを
使用した開発・加工・販売事
業

　規格外トマトや摘果キュウリを活用した加工品を製造し、イタリア料理店
向けに販路を確保するとともに、業務用向けインターネットサイトを活用し、
新たな販売チャンネルを開拓し、売上の向上と経営の安定化を図る。

松本　稔 香川県
綾歌郡
綾川町

23
自社のいちごを使った農園ス
イーツの開発、製造および販
路開拓

　観光農園オリジナルの加工品を年間を通じて製造し、自社で販売するこ
とで売上げを増大させるとともに、加工品による知名度の向上で入園者数
の増加を目指し、農業経営の改善を図る。

株式会社
ひのいちご園

愛媛県 西条市

24
地域コミュニティーの維持発
展を目指したピーマンでの新
たな加工品の開発と販売

　自社で生産したピーマンとその葉を主原料とし、西予市明浜産のちりめん
じゃこや愛媛県産の米粉や小麦を使った「おやき」や「ピクルス」など加工品
の開発・製造・販売を行うことにより、所得の向上と地域の活性化を目指
す。

株式会社
味彩

愛媛県 西予市



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年3月29日追加分

5／5

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

25

摘果みかん、加工用みかん
の未利用の果皮を活用した
加工品の開発、製造及び販
路開拓

　廃棄していた摘果みかん（青みかん）や、加工用みかんの未利用であっ
た果皮を活用して、みかんの特徴を際立たせたソフトクリームなどの開発・
製造・販売を行うことにより、所得の向上、経営の安定を図る。

濵田　善純 愛媛県 八幡浜市

26

ヘルシー志向の時代にあった
健康素材である鹿を利用した
加工食品及び雑貨原料の製
造・販売事業

　自社で飼育した鹿を利用して、ハンバーグ、スープ等の商品を開発し、都
市部の量販店等への販売やインターネット販売を行う。また、鹿の皮を利
用して工芸用資材の製造・販売も行い、農業経営に付加価値を取り込み、
経営の改善を図る。

株式会社
ディアー・カンパ
ニー

長崎県 南島原市

27

自らが生産した蜂蜜と蜜蝋を
使った製品の製造販売と、体
験工房を設置する多角的事
業

　蜂蜜を使用したスイーツと蜂蜜の生産過程で出る蜜蝋を有効活用した
ワックスを製造し、販売する。また、ふれあいの場として、体験工房を設け、
消費者へ養蜂業の理解を図り、所得の向上を目指す。

有限会社
西澤養蜂場

宮崎県 宮崎市


	総合（３月）

