
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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
十勝の菜種と亜麻を用いた加
工食品及び絞り粕飼料の開
発・製造・販売事業

　出資農業者の生産する菜種及び亜麻を活用した加工食品及び絞り粕飼料の開
発・加工・販売を行うことにより、収益向上と十勝の農産加工品の販路拡大を図
る。
　具体的には、「菜種油」「菜種油のバジルオイル」「菜種油のガーリックオイル」
「菜種絞り粕飼料」「食用亜麻仁油」「ペット用亜麻仁油」「亜麻絞り粕飼料」「亜麻
入り小麦粉」を開発・加工し、スーパーや道の駅などへの販売を行う。

十勝農工房株式
会社

北海道 帯広市

2
自社生産の豆類を活用した和・
洋菓子類の開発及び販売事業

　自社生産の黒大豆、小豆を活用した新商品の開発・加工・販売を行うことにより、
農業経営の改善と展開を図る。
　具体的には、「豆パンケーキ」「黒豆バターケーキ」「どらやき」「豆ロールケーキ」
「豆タルト」を開発・加工し、スーパーマーケットやインターネットなどで販売を行う。

株式会社A-Net
ファーム十勝

北海道
上川郡
清水町

3
自家産トマトを使ったドライトマ
トの開発・製造・販売事業

　自ら生産したミニトマトと大玉トマトを活用した新商品の開発・加工・販売を行うこ
とにより、収益を確保し、農業経営の安定を図る。
　具体的には、「乾燥ミニトマト」「乾燥大玉トマト」を開発・加工し、レストランやレス
トラン向け食材卸売業者へ卸売を行う。

青木　芳文 北海道
上川郡
美瑛町

4
自家産青えんどうと白金時豆を
使ったあんパンの開発・製造・
販売事業

　自ら生産した青えんどう、白金時豆を活用した新商品の開発・加工・販売を行うこ
とにより、安定的な収益の確保と農業経営の改善を図る。
　具体的には、「あんぱん（青えんどう餡）」「あんぱん（白金時豆餡）」を開発・加工
し、近隣住民への宅配販売やパークゴルフ場へ卸売を行う。

仁原　憲和 北海道 富良野市

5
自社生産の野菜を利用した
カット野菜加工・販売事業

　自社生産の馬鈴薯やにんじん・かぼちゃを活用した新商品の開発・加工・販売を
行うことにより、所得の向上と経営の安定を図る。
　具体的には、「カットじゃがいも」「カットにんじん」「カットかぼちゃ」「カレー用カット
野菜セット」を開発・加工し、百貨店やスーパーなどへ卸売を行う。

合同会社三洋
ファーム

北海道 函館市

6
新品種苺「信大ＢＳ８－９」と「ラ
ワンぶき」を利用した加工品開
発・製造・販売事業

 組合員が生産するラワンぶき及び苺を利用した新商品を開発・製造・販売すると
ともに、生ラワンぶきについて、特殊包装による鮮度保持技術を活用した品質管
理の高度化（販売方式の改善）を行い収益性の改善を図る。
 具体的には、ラワンぶきを利用した「サラダ用カットラワンぶき」「煮物用カットラワ
ンぶき」「冷凍ラワンぶき天ぷら」及び苺を利用した「苺ジャム」を開発・製造し、
スーパーなどへ販売する。また、鮮度保持技術を活用し、北海道地域以外への生
ラワンぶきの販売拡大を図る。

足寄町農業協同
組合

北海道
足寄郡
足寄町

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

北海道農政事務所－1－
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事業者
都道府県 市町村

7
自家栽培のハスカップを使用し
た新商品の開発・加工・販売事
業

　自家栽培のハスカップを活用した新商品の開発・加工・販売を行うことにより、収
益の確保と農業経営の改善を図る。
　具体的には、「ハスカップクレープ」「ハスカップコンポート」「ハスカップシロップ」
「ハスカップ塩煮」を開発・加工し、クレープについては移動販売車で各種イベント
や地域のショッピングモール等で消費者に直接販売する。また、その他商品につ
いては、道の駅等の既存商品の販路に対し卸売を行う。

山口　善紀 北海道
勇払郡
厚真町

8
自社生産の「きのこ」を活用し
たチャウダー及び乾燥・水煮の
開発・製造・販売事業

　自社生産のナメコ、ブナシメジ、シイタケを活用した新商品の開発・加工・販売を
行うことにより、経営基盤の強化を図る。
　具体的には、「乾燥シイタケ」「水煮ナメコ」「水煮シイタケ」「キノコチャウダー」を
開発・加工し、自社で展開する４つのレストラン・直売所の複合施設で販売を行う。
また、水煮については学校給食等への納入を行う。

株式会社北海道
名販

北海道 伊達市

9

自社産の野菜を使ったさっぽろ
やきいも・さっぽろさつまあげ・
さっぽろピザの開発・加工・販
売事業

　自社生産のサツマイモ、札幌八行（とうもろこし）、加工用トマト、バジルを活用し
た新商品の開発・加工・販売を行うことにより、所得の向上と経営の安定を図る。
　具体的には、「さっぽろ焼き芋」「さっぽろさつまあげ」「さっぽろピザ」を開発・加工
し、自店や提携飲食店への販売を行う。

株式会社フラワー
ファーム大花園

北海道 札幌市

10
規格外馬鈴薯を利用した惣菜
用カット加工品の製造・販売事
業

　自社、構成農家及び近隣の農家が生産した馬鈴薯を活用した新商品の開発・加
工・販売を行うことにより、所得向上による経営の安定化を図る。
　具体的には、「惣菜用カット馬鈴薯」を開発・加工し、食品加工卸会社への販売を
行う。

株式会社久島農
産

北海道
岩内郡
共和町

11
自家生産の生乳を使用したソ
フトクリーム等の開発・加工・販
売事業

　自家生産の生乳を活用した新商品の開発・加工・販売を行うことにより、収益の
確保と酪農経営の改善を図る。
　具体的には、「ソフトクリーム」「ソフトクリームミックス」を開発・加工し、ソフトク
リームは、牧場の敷地内で直売を行う。また、ソフトクリームミックスは、ホテル及び
飲食店への業務用販売を行う。

戸草　勢一 北海道
河東郡
鹿追町

12

組合員が生産した小麦を活用
した「ラーメン」を道の駅や製麺
業者と連携して開発・製造・販
売する事業

　組合員が生産した小麦を活用した新商品の開発・加工・販売を行うことにより、美
幌産小麦のブランド化や地産地消の推進を図る。
　具体的には、「生ラーメン」「乾燥ラーメン」を開発・加工し、生ラーメンは道の駅の
レストランでのメニューとして提供するとともに、乾燥ラーメンは地域の小売店やア
ンテナショップへの販売を行う。

美幌町農業協同
組合

株式会社ツムラ
株式会社美幌峠
物産館

北海道
網走郡
美幌町

北海道農政事務所－2－
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13

自社構成員が生産した小麦を
活用した「乾燥うどん」を製麺
業者と連携して開発・製造・販
売する事業

　自社構成員が生産した小麦「ハルユタカ」を活用した新商品の開発・加工・販売
を行うことにより、農業経営の改善と所得の向上を図る。
　具体的には、「乾燥うどん」を製麺業者と連携して開発・加工し、小売店や札幌市
の百貨店及びネットショップ等で販売を行う。

有限会社三雄産
業

株式会社マルワ
製麺

北海道
網走郡
美幌町

北海道農政事務所－3－
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1
観光リンゴ園の多品種果物栽
培による加工品製造・販売拡
大事業

　自ら生産した果実、野菜を活用した新商品（セミドライフルーツ、乾燥野菜、生産
物のペースト等）を製造・販売するとともに、農園カフェを整備してスイーツを提供
することにより、付加価値の増加による利益率の向上を図る。

青森観光りんご
園

青森県 青森市

2
地域の特産品であるリンゴを利
用した加工・直接販売事業

　自ら生産したりんごのうち良質なものを選別し、プレミアムなりんごジュースを製
造するとともに、販売ルートを構築することにより、農業経営に付加価値をとりこむ
ことで農業経営の改善を図る。

神山　友孝 青森県 板柳町

3
自家生産しているりんごの直販
における販路拡大事業及び加
工品の開発・販売事業

　自ら生産したりんごを活用したりんごジュース、アップルフレッシュ、カットりんごの
開発・地元の直売所やインターネット販売に取り組むことで農業所得の向上につな
げる。

田中　一彦 青森県 板柳町

4

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

　構成員が漁獲したクロマグロの鮮度を生かした加工品を製造し、食の観光資源
として県内流通を図るとともに、首都圏への販路を開拓することによって漁業経営
を改善し、深浦町の雇用を増やす。

株式会社あおもり
海山

青森県 深浦町

5
消費者ニーズを捉えたギフト商
品開発及び生産効率向上、生
産者所得の安定化推進事業

　自社生産した希少価値の高い青系りんごをメインとしたギフト商品を販売する。ま
た、蜜入りのりんごに対する消費者ニーズを捉え、ギフト商品には蜜入り、糖度保
証を実施できる体制を構築し、付加価値の高い商品開発を実現する。

株式会社諏訪商
会

青森県 藤崎町

6
生産物の生産・売上規模拡大
及び黒にんにく加工商品開発
販売事業

　自社生産したにんにくを活用した黒にんにくの新商品（餃子、クッキー、焼売等）
を製造・販売するとともに、りんご及びにんにくの直売を開始することにより、自社
のみならず地域の新たな産業創出、雇用創出に寄与する。

有限会社ケイエ
ス青果

青森県 田舎館村

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

東北農政局－1－
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事業者
都道府県 市町村

7
自家生産の自然熟成豚の余剰
肉を利用した商品の加工販売
事業

　自社生産の豚肉の中で販売過程で売れ残りやすいモモ肉、腕肉を原料とした加
工商品（ハンバーグ、チャーシュー等）を製造・販売することにより、肉の販売ロス
を少なくし経営力を強化する。

長谷川自然牧場
株式会社

青森県 鰺ヶ沢町

8
無化学肥料（牛糞堆肥）による
自家生産のにんにくを利用した
加工・販売事業

　自社生産のにんにくを使用した加工品(乾燥チップ、黒にんにく、すりおろしにん
にく）を製造・販売することにより、付加価値を取り込むことで農業経営の改善を図
る。

恵農産株式会社 岩手県 二戸市

9

独自規格での選果によるリンゴ
の高単価化及び規格外品を利
用した新商品の開発・販売事
業

　自家生産リンゴを使用した加工品（コンポート、ジュレ）を開発し、インターネット及
びゆうパックを利用した販売に取り組むことにより、新たな事業を創出することで農
業経営の改善を図る。

権七園 岩手県 二戸市

10
クレマチスを活用した新商品の
開発及び大規模直売所の開設

　自社栽培のクレマチスを活用した新商品（ガーデンユニット）を開発し、直売所を
整備し販売することにより農業経営の改善を図る。

有限会社及川フ
ラグリーン

岩手県 花巻市

11
蔵王町における「ちぢみホウレ
ン草」のブランド化および産地
化事業

　自社で新たに地域特性を活かした「ちぢみほうれんそう」を生産し、食品企業、飲
食店への販売、インターネットを活用した消費者直売を行うことにより、特産品とし
て産地化を図り、地域の観光事業に貢献する。

株式会社ＧＦＣ宮
城蔵王事務所

宮城県 蔵王町

12
機能性野菜・イタリア野菜を利
用したカット野菜の販売

　自社生産のイタリア野菜及び機能性野菜（抗酸化成分を含む白菜）を原材料とし
たカット野菜開発し、既存取引先及び飲食店に販路拡大することにより農業経営
の改善を図る。

農業生産法人
株式会社アルコ
バレーノファーム

宮城県 石巻市

東北農政局－2－
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13
自社生産した黒毛和牛の牛肉
と内臓肉を利用した加工・直接
販売・飲食提供事業

　自社飼育の黒毛和牛の牛肉及び内臓肉を利用した加工品（ローストビーフ、ビー
フジャーキー、牛タン燻製等）を開発する。また、直売所及び焼肉店を整備し、精肉
販売及び飲食事業に取り組むことにより、畜産事業の改善を図る。

農業生産法人
有限会社うしちゃ
んファーム

宮城県 石巻市

14
米・麦・そば等を原材料とした
農産物加工・商品開発・販売事
業

　自社及び地域で生産した米、小麦、そばを利用し、加工品（バームクーヘン、ピ
ザ、蕎麦等）を開発するとともに、直売所を設置し販売に取り組むことにより、農業
経営の改善を図る。

有限会社アグ
リードなるせ

宮城県 東松島市

15
登米産の米「ひとめぼれ」と大
豆を利用した新商品の開発・販
売事業

　自社生産の米、大豆を利用した加工品（ビタミンを添加した米、塩分調整が行い
やすいパウダー化したみそ等）を開発し、医療機関等に販路開拓を行う事により農
業経営の改善を図る。

株式会社カレント
セラー

宮城県 登米市

16
ブランド豚「島豚」をメインにし
た焼肉レストラン運営および豚
肉製品卸販売事業

　自社生産の豚肉を利用した加工品（ウインナー、メンチカツ）を開発するとともに、
焼肉レストラン事業を取り組むことにより、農業経営の改善を図る。

有限会社久保畜
産

宮城県 登米市

17
フレッシュ果肉フローズンとジェ
ラート、惣菜加工による地産地
消プロジェクト

　自社生産の果実（ブルーベリー、もも、りんご）を使用したジェラート類、野菜を使
用した惣菜を製造し道の駅等に販売することで、付加価値を取り込み農業経営の
改善を図る。

株式会社サンフ
ルーツ・ファーム

宮城県 登米市

18
こだわりの鶏肉と卵を使った料
理を提供するレストランと農産
ショップの運営事業

　自社生産の卵及び鶏肉を使用した料理を開発するとともに、レストランを整備し
提供する。また、レストランに農産ショップコーナーを設けて鶏肉、卵の販売に取り
組むことにより収益の向上・経営の多角化を実現する。

株式会社縄文
ファーム

宮城県 登米市

東北農政局－3－
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19
自社生産の農産物を利用した
新商品開発・販売事業

　自社生産のしいたけ、アスパラガス、ラズベリーを使用した加工品（香り塩、ジャ
ム、惣菜）を製造し、インターネット販売に取り組むことにより、農業経営の改善を
図る。

株式会社ワンズ 宮城県 登米市

20
自組合員が生産する水産物を
利用した新商品の開発・販売
事業

　組合員が生産した銀ザケ、ワカメ等を活用した加工品（銀ザケ味付け真空パッ
ク、ワカメの茎の漬物等）を製造し、直売所や大手スーパー等で販売することによ
り、志津川地域の水産物の品質の良さを広め、地域水産業全体の発展に寄与す
る。

宮城県漁業協同
組合志津川支所

宮城県 南三陸町

21
自家栽培の「菌床しいたけ」と
「トマト」の商品開発と販売事業

　自社生産の椎茸、トマトを使用した加工品（乾燥椎茸、ドライトマト）を製造し、主
に直売所、インターネットショップなどで販売を行う。また、廃棄していた使用済み
菌床を花卉・野菜の培養土として商品化し、花卉苗栽培農家等に販売することに
より、安定的な収益を確保する。

Ｄeｃo・Ｆａｒｍ株式
会社

秋田県 潟上市

22
野菜の産地立地型業務用一次
加工への取組事業

　構成員及び契約農家の生産する業務用野菜の調製・選別からカット野菜までの
一次加工を産地立地型で取り組み、既存の生果販売先である外食チェーン等へ
卸すことで県外へ流出していた付加価値を産地に還元する。

株式会社ベジタブ
ルスタイル

秋田県 大潟村

23
自社生産大豆を活用した豆腐
および「おから」派生商品、乾
燥しいたけの加工・販売事業

　自社生産の大豆を利用した加工品（豆腐、厚揚げ豆腐、おからがんもどき、おか
らドーナツ、おからパウダー）を製造し、直売所及び移動販売車による販売に取り
組むことにより農業経営の安定と付加価値の向上を目指す。

有限会社内小友
ファーム

秋田県 大仙市

24
地域の果樹・堅果・山菜等を活
用した加工食品等の販売事業

　自社生産のブルーベリーを使用したジャムの製造・販売及び古代米、しいたけ、
山菜等を使用したメニューを開発しレストランで提供する等、経営の多角化で農業
経営の改善を図る。

神岡縄文農園株
式会社

秋田県 大仙市

東北農政局－4－
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申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

25
米と野菜を利用した新商品開
発事業

　自ら生産した米の新商品（真空パック）を開発及び野菜を使用した漬物を製造
し、インターネット販売等に取り組むことにより付加価値を取り込むことで、農業経
営の改善を図る。

農事組合法人大
畑ファーム

秋田県 美郷町

26
自家生産米「あきたこまち」の
直売及び加工品による独自ブ
ランドの確立

　自家生産の米、大豆を使用した味噌を開発及び米の新商品（玄米1kg、5kg、
10kg、30kg入り4種類）を製造し、直接販売に取り組むことにより農業経営の改善を
図る。

夢想庵 秋田県 横手市

27
自家栽培のセリとサクランボを
使った加工品の開発と販売事
業

　自ら生産及び近隣農業者から仕入れたセリ、サクランボを使用したセリドレッシン
グ、サクランボパイを製造し、カタログ販売等に取り組むことにより経営の安定を図
る。

藤川　幸久 秋田県 湯沢市

28
自社で肥育した尾花沢牛を利
用した食肉加工品の開発と販
売事業

　自社で肥育した牛肉を利用した加工品（煮込みハンバーグ、コロッケ、メンチな
ど）を製造し、消費者直接販売等に取り組むことで付加価値を取り込み農業経営
の改善を図る。

有限会社アサイ 山形県 尾花沢市

29
枝豆・そばの生チョコレートや
米糠バターなどのペースト加工
品の製造販売事業

　自社生産の枝豆、そば、米を原料とした加工品（ずんだ生チョコレート、そば生
チョコレート、米ぬかバター）の製造し、直売所を設置して販売等に取り組むことに
より、付加価値を取り込むことで農業経営の改善を図る。

農業生産法人
合同会社自然屋
作兵衛

山形県 尾花沢市

30
金山の特産品を利用した「特製
おにぎり」の開発、製造、販売
事業

　組合員の生産する大豆を原料とする味噌、ニラ、ねぎ等を具材とし、地域独自の
料理方法であるたたきを活用した特製おにぎりを製造し、インショップ産直に取り
組むことにより経営基盤の強化及び構成員の農業経営の改善に寄与する。

かねやま旬菜倶
楽部企業組合

山形県 金山町

東北農政局－5－
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申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

31
高級種を使用した枝付干しぶ
どうの開発と販路開拓

　自社産の大粒で高級種ぶどうの巨峰・高尾・ピオーネ・シャインマスカットの規格
外品等を枝付きのままレーズンに加工し「国産大粒高級枝付き干しぶどう」として
商品開発・製造し、卸販売、カタログ通信販売、輸出の販売ルートを構築すること
により、商品の廃棄等の減、通年販売可能な商品の開発等に取り組み、農業経営
の改善を図る。

株式会社フルー
ツのいとう園

福島県 福島市

32

自家生産した米(網目1.9mmか
ら1.85mmまでの中米)を活用し
たケーキの製造並びに販売事
業

　自社産の米を使用したケーキを開発するとともに、インターネット販売、カタログ
販売や販売業者との新規取引等により新たな販路を構築し、農業経営の改善を
図る。

株式会社福島農
場

福島県 喜多方市

33
自家生産米を利用した米粉製
品の加工、販売事業

　自社産の米を米粉にし、米粉製品（パン、クッキー等）の開発を行う。米粉パンの
具材（餡等）には、自社産の野菜等（カボチャ、さつまいも、小豆）を利用。道の駅
に出店し直接販売を行うほか、地元スーパーとの直接取引を行い、農業経営の改
善を図る。

農業生産法人
有限会社会津み
ずほ農場

福島県 会津坂下町

34

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

　自社生産の野菜を活用した加工品（トマトピューレ、トマトジュース、トマトジャム、
ドレッシング等）を製造し、直売所等で販売するとともに、レストランを整備し野菜料
理を提供することにより、付加価値を取り込み収益性等を高め経営基盤の強化を
目指す。

株式会社ワン
ダーファーム

農業生産法人
有限会社とまとラ
ンドいわき

福島県 いわき市

35
福島県白河市産農産物（植物
工場を含む）による高齢者向け
ムース食の製造販売事業

　自社生産の米、椎茸、ホウレンソウを使用した介護食（炊き込みご飯ムース、ホ
ウレンソウムース）を製造し、医療機関等に販売することにより農業経営の改善を
図る。

株式会社しらか
わ五葉倶楽部

福島県 白河市

東北農政局－6－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
自ら生産した、もち米・黒米を
使用した発芽玄米かき餅の生
産と販売

　自ら生産したもち米・黒米を活用し、発芽玄米かき餅の製造と直売所等への販売
により収益の向上を図る。

大川　喜美 茨城県 鹿嶋市

2
「ブナシメジ」を加工原材料で
活用する、冷凍及び乾燥ブナ
シメジの加工及び販売事業

　自社生産のブナシメジを活用し、冷凍ブナシメジや乾燥ブナシメジの製造・販売
により、収益の向上を図る。

有限会社鬼澤食
菌センター

茨城県 鉾田市

3

６次産業化ネットワークの構築
によるおいもスイーツの開発・
製造・販売プロジェクト
～さつまいも生産王国なめが
たのブランディング強化～

　自社生産のさつまいもを活用し、新商品（大学いも、干しいも等）の開発、加工・
販売により、行方地域の知名度の向上とブランド化を進め、行方ブランドの育成強
化を目指す。

株式会社なめが
たしろはとファー
ム

白ハト食品工業
株式会社

茨城県 行方市

4

タラゴンを自社栽培し風味ゆた
かなこだわりのハーブ・タラゴン
ドレッシングを開発・生産・販売
する事業

　自社生産したハーブ（タラゴン）を原料とした、ドレッシングの開発、製造・販売に
より、経営の向上を図る。

６月の森農業生
産法人ブルーベ
リーファーム有限
会社

栃木県 佐野市

5
希望の丘で育てた果実の加工
販売とブランド化

　自社生産した果実(ブルーベリー・サクランボ)を原料とした、ゼリー・調味料の製
造・販売により、経営の向上を図る。

希望の丘農園株
式会社

群馬県 高崎市

6
自然農法で栽培した穀物の加
工販売とブランド化

　自らが生産した米・大豆・小麦を原料とした、味噌・醤油等の加工品の製造・販売
により、経営の改善を図る。

進藤農産
進藤　功

群馬県 伊勢崎市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

関東農政局－1－



六次産業化・地産地消法
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平成25年10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

7
ジャンボニンニクの加工品開発
とブランド化事業

　自ら生産したニンニク、ブドウの未利用部分を活用し、ニンニク味噌・ニンニク芽
醤油漬け・ドライニンニク、グレープジャム・ドライグレープ等の製造・販売により、
経営の安定を図る。

加藤農園
加藤　茂

群馬県
利根郡
昭和村

8
うどん店の展開と果実・タケノコ
の加工品販売及びブランド化

　自ら生産したブルーベリー、イチジクの未利用部分及びタケノコを活用した加工
品と、自家生産の小麦を活用したうどんの製造・販売により、収益の向上を図る。

新井農園
新井　尚登

群馬県
邑楽郡
明和町

9
天空キッチン上野村　採りた
て・完熟・新鮮野菜の加工販売
とブランド化

　農協が生産したトマト、イチゴの未利用部分やシイタケを活用し、調味料・レトルト
食品等の製造・販売により、経営の安定と発展を図るとともに、上野村地域の活性
化を目指す。

上野村農業協同
組合

群馬県
多野郡
上野村

10
三富の農産物を調理加工し提
供するカフェ事業及び販売事
業

　自社生産した野菜を活用し、大麦ダンゴ、ニンジンパウンド等を開発・製造し、自
社のカフェや直売所でのメニュー提供などによる販売を行い、収益の向上を図る。

石坂産業株式会
社

埼玉県
入間郡
三芳町

11
落花生を原料とした加工品の
製造・販売事業

　自社生産した落花生を活用し、ピーナッツペースト商品の製造・販売により、収益
の向上を図る。

株式会社オオノ
農園

千葉県 香取市

12
牛乳プラント整備による低温殺
菌ノンホモ牛乳商品製造販売
事業

　自社の生乳を活用し、搾りたてに近い風味を持つ「低温殺菌ノンホモ牛乳」の製
造・販売により、収益の向上を図る。

株式会社近藤牧
場

千葉県 南房総市

関東農政局－2－



六次産業化・地産地消法
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申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

13
離乳食・幼児食向け野菜加工
品の製造および販売事業

　自社生産した野菜を活用し、野菜ピューレ・ペースト、乾燥野菜、野菜パウダー、
野菜チップスの製造・販売により、収益の向上を図る。

株式会社くくりの
森

キャリアフィール
ド株式会社

千葉県 山武市

14
新商品展開を踏まえた“ちがさ
き牛のおいしさ　まるごと食べ
つくし”事業

　自社で肥育した牛の未利用部位を活用し、「ちがさき牛ホルモン」等の商品を開
発し、売上増と所得向上を図り、「ちがさき牛」のブランド化を目指す。

株式会社ちがさき
牛齊藤牧場

神奈川県 茅ヶ崎市

15
自家生産のしいたけ・野菜等を
使用した加工食品の製造・販
売事業

　自家生産した菌床栽培シイタケを活用し、山椒や山ゴボウ等を加えた商品の開
発、製造・販売により、経営の安定化を図る。

愛川山菜園
小林　忠行

神奈川県
愛甲郡
愛川町

16
自家栽培ブルーベリーの未活
用果実を使用した加工品の企
画開発・製造・販売事業

　未利用のブルーベリーを活用し、「ブルーベリージュース」の開発・製造を行い、
既存の販売ルートやイベント等での販売により、経営の安定化を図る。

ローズベリー
ファーム
八木拓美

神奈川県
相模原市
緑区

17
持続的な経営安定を実現する
「未活用ちりめん」を利用した
新製品開発・販売事業

　未活用ちりめんを活用し、「ちりめんクリームチーズ」、「ちりめん和風オリーブオ
イル」の開発・販売により、経営の安定化を図る。

株式会社君栄 神奈川県 三浦市

18

６次産業化ネットワークを構築
して取り組む地域農産物を活
用した新商品の開発・販売によ
る障害者就労支援及び地域活
性化事業

　自ら生産する野菜・果実に加え、近隣のＪＡの野菜・果実を活用し、ケチャップや
ピューレ等の製造・販売により、湘南ブランドを進め、障害者の就労支援を含む地
域雇用の創出と地域農業の活性化を目指す。

社会福祉法人
進和学園

特定非営利活動
法人

湘南スタイル
神奈川県 平塚市

関東農政局－3－
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平成25年10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

19
地元産の使用済み菌床（オガ
コ）を使用した元気ブランドによ
る循環型農業の促進事業

　会員農家の使用済み菌床（オガコ）を原料とした、土壌改良剤の製造・販売によ
り、収益の向上を図るとともに、循環型農業の促進による農産物のブランド化を目
指す。

畑げんきプロジェ
クト

長野県 長野市

20
信濃町の特産野菜を利用した
商品の加工・販売拡大事業

　会員が生産したルバーブ、ぼたごしょう、大根を活用し、加工品（コンポート、醤油
煮、ビール漬け等）の開発、製造・販売により、収益の向上を図る。

しなの出荷協議
会

長野県
上水内郡
信濃町

21

ジュレ風ドレッシングで食べる
野菜入りこんにゃくの新商品開
発加工・販売による地域ブラン
ド化事業

　自家生産の野菜とこんにゃくを活用し、「ジュレ風ドレッシング」、「ジュレ風ドレッ
シングとこんにゃくセット」の加工・販売により、経営の安定化を図る。

やさい畑のとんと
ん
渡部　啓二

長野県
東筑摩郡
筑北村

22
養豚を取り入れた循環型農業
から生産された農畜産物の加
工および販売事業

　自社飼育の豚肉を活用し、ソーセージ等の製造・販売と、循環型農業による果物
の生産・販売を行い、収益の向上を図る。

有限会社燦燦 長野県
下伊那郡
松川町

23
磐田産の根深ねぎを使った餃
子・焼売の開発及び販売

　自ら生産した地元特産の「いわたしろねぎ」を具材に、餃子・焼売の開発、製造・
販売により、経営の拡大と所得の向上を目指す。

遠州　知名美屋
高田　昭寛

静岡県 磐田市

関東農政局－4－
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平成25年10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
桑の葉を利用したお茶の製造・
販売及び自社産野菜を食材と
した農家レストランの営業事業

　東日本大震災の被災により避難生活をしている胎内市において、自社で生産し
た桑葉と地元農家から仕入れた桑葉を原料に、桑茶、お菓子を製造し、レストラン
店頭や通販で販売するほか、自社で生産した野菜（葉菜類、根菜類）を活用したレ
ストラン事業に取り組むことにより、農業経営の確立を目指す。

株式会社
ふるさと福島

新潟県 胎内市

2
自社産の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

　自社で生産したさつまいもを原料に、さつまいもプリン（業務用）、豆乳さつまいも
プリン、さつまいもペースト（業務用）を製造し、生協や学校給食などに販売するほ
か、自社ホームページを立ち上げ、自社で生産した米・野菜のネット販売を導入す
る新たな取組により、農業経営の発展を目指す。

有限会社
農園ビギン

新潟県 小千谷市

3
富山湾の水深１００ｍ海水を活
用し育てた養殖魚の加工・販
売事業

　富山湾の海水を取水し、ヒラメ、トラフグ、サクラマス及び真アナゴを陸上施設で
養殖し、フィレ、ドレス、身欠きなど一次加工商品を業務用商品として製造・販売す
る。また、２年目以降から一般消費者向けに昆布〆などの商品を製造・販売するこ
とにより、安定的な収益を確保し、当組合経営の改善を図る。

堀岡養殖漁業協
同組合

富山県 射水市

4
自社生産している石川県特産
品である五郎島金時を利用し
た商品の加工・販売事業

　自社で生産した五郎島金時（さつまいも）を原料にした焼き芋ペーストを活用し、
五郎島スイートケーキ、五郎島スイートポテトを開発し、金沢駅構内に開店する直
売所で販売することにより、五郎島金時の付加価値を高め、更なる所得向上を目
指す。

農業生産法人
有限会社
かわに

石川県 金沢市

5

自然農法（無農薬・無化学肥
料）で自社生産したトマト、ドラ
ゴンフルーツ等のドライフルー
ツ販売事業

　与論島の自社農園で自然農法（無農薬・無化学肥料）で生産したトマト、パイナッ
プル、キウイ、ドラゴンフルーツ等を原料に、自社加工工場において低温乾燥させ
たドライフルーツを製造し、系列の販売店などで販売することにより、農業所得の
向上と地域の活性化、雇用促進につながることを目指す。

農業生産法人
株式会社
ワールドネイ
チャー

石川県 能美市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

北陸農政局－1－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
長期熟成のフルーティー食感、
山県産黒ニンニクの商品化事
業

　自社で栽培、加工した黒ニンニクを活用して、焼き菓子等の新商品を開発し、付
加価値を向上させ、百貨店やスーパーで販売することで利益を得て経営の安定化
を図る。

梅田建設株式会
社

岐阜県 山県市

2
瑞浪市日吉町で栽培する農産
物を活用した加工品の製造・販
売事業

　自社で栽培、収穫した米、大豆、大和芋を天ぷら粉、きな粉等に加工し、大手
スーパーや道の駅等で販売する。これらの取組により経営の多角化を図り、農業
経営を安定化させるとともに、新規の就農希望者の雇用も行い、地域農業の発展
に貢献する。

農事組合法人日
吉機械化営農組
合

岐阜県 瑞浪市

3
白川郷の在来種そばを活用し
た新食感・和モダンスイーツの
製造・販売事業

　自家栽培している白川村の在来種そばを活用したスイーツ商品を開発・製造し、
白川郷を訪れる観光客の土産品として、白川村内の土産物店や自ら経営するそ
ば店及び宿泊施設で販売していくことで経営の安定化・拡大を図る。

山腰　博文 岐阜県 白川村

4

愛知県内唯一の白い発芽ニン
ニクを使った、手軽にコクや旨
味を加えられる加工品の開発・
販売事業

　自ら生産した発芽ニンニクの未利用部分である鱗茎を使ってニンニクペースト等
の加工品を開発・製造する。周年販売可能な商品とし、飲食店や直売所等に販売
することで、売上の増加と安定、利益率の向上を図り、農業経営の改善を図る。

安藤　和央 愛知県 豊田市

5
糖度の高いトマトを利用した加
工・販売事業

　自ら生産した糖度の高い早採りトマトと完熟トマトを主原料とするジャム、アイスク
リーム、生ゼリー等の加工食品を開発する。また、自ら経営する直売所で販売する
他、観光客をターゲットに販路拡大を行い、農業経営に付加価値を取り込むことで
農業経営の改善を図る。

大参　時由 愛知県 南知多町

6
自社生産する手づみの碾茶等
を活用した「お菓子」「加工食
品」の開発と販売事業

　自ら生産した碾茶を活用して、抹茶の付加価値を高める「碾茶ふりかけ」「碾茶か
りんとう」を開発・商品化し、シリーズ化して、道の駅や地元直売所等で販売する。
これらの取組により、豊田市のお茶のブランドの向上を図り認知を広めることによ
り、安定的な経営基盤の確立を目指す。

野場　義尊 愛知県 豊田市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

東海農政局－1－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

7
篠島産のえび、しらす、わか
め、海苔を使った高付加価値
商品の開発・加工・販売事業

　自社で漁獲した篠島の特産品であるしらす、えび、わかめ、海苔を活用し、食べ
るラー油やペットフード等の新商品を製造・販売する。島外の消費者への販路を開
拓することで、併せて行う漁業体験事業や飲食店、宿泊施設等との事業協力によ
り相乗効果を図り、安定的な収入や雇用の確保、収益率の向上を図る。

株式会社篠島お
魚の学校

愛知県 南知多町

8
中玉トマト・ミニトマト等の野菜
の加工品の製造・販売事業

　自社生産の規格外トマトを用いたジュース、ソース、ジャム等の新商品を開発し、
都市部のレストラン、ホテル、百貨店などをターゲットに販売する。施設栽培により
周年にわたる商品供給や、流通側のニーズに応じた加工品の販売等の取組を通
じて、固定客数や売上の安定・拡大を図る。

株式会社ジャパ
ンフードファクト
リー

愛知県 名古屋市

9
獣害対策により捕獲された猪・
鹿の肉を有効活用した加工食
品の製造・販売事業

　自ら捕獲、解体した猪、鹿の肉を使って猪肉ソーセージ、猪餡餃子、鹿肉どて煮
の商品化を目指す。また、イベントでの販売の他、道の駅やJA店舗でも販売し、併
せて野生鳥獣肉のブランド化と需要喚起に取り組み、経営の安定と中山間地域の
活性化につなげる。

特定非営利活動
法人中部猟踊会

愛知県 岡崎市

10
知多半島産卵を原料としたプリ
ン等加工食品の開発及び製
造・販売事業

　自社のブランド卵を活用して、新たにプリンやシュークリーム等の加工食品の開
発・製造を行う。加工・直売・イートイン施設を新たに整備し、直売や新規販売ルー
トを開拓することによりブランド力を高め、農業経営の改善・安定化、収益の向上を
図る。

有限会社デイリー
ファーム

愛知県 常滑市

11
有機栽培トマトを使用した加工
品開発販売事業

　自ら生産した有機栽培トマトを使用した焼肉のたれ、万能ソース等の加工品を開
発・製造し、自園や地元直売所で販売することにより、生果を含めたブランド化を
図る。また、直売所の整備により地元消費者に対する販路を拡大し、農業経営の
収益性・付加価値の向上を図る。

花井　伸光 愛知県 大府市

12

化学合成農薬・肥料不使用栽
培野菜を使用したお弁当・スー
プ・スイーツ・クッキー・パン等
の加工販売事業

　自社で生産した野菜を使用して、介護、福祉に配慮したお弁当、スープ等の新商
品を開発する。さらに、障がい者自立支援の一環として食品加工場を新設して製
造し、宅配やスーパー、レストランへの直販に取り組むことで売上の向上を目指
す。

特定非営利活動
法人福祉住環境
地域センター

愛知県 豊橋市

東海農政局－2－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

13
品種改良した食用菊「サラダマ
ム」「美食菊」シリーズの生産販
売事業

　従来からの菊の食用品種に加え、さらに品種改良に取り組み、自ら育成した食
用菊の「サラダマム」「美食菊」を用いてパック加工し新商品を開発・製造する。新
たな販路として、量販店の生鮮売り場等で販売し、より身近な食材としての「菊」を
提案し、食文化の普及を図る。

株式会社豊幸園 愛知県 愛西市

14
いちじく・ラズベリー・ブラックベ
リー等を利用した商品の加工・
販売事業

　自社で生産したいちじく等を活用したジャム類（コンフィチュール等）、冷凍真空
パックのラズベリー、ブラックベリーを商品開発・製造・販売する。また、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・高度化を図るとともに農業経営の改
善を図る。

株式会社美馬園
芸

愛知県 東海市

15
臭いの少ないジャンボニンニク
を使用した加工食品の加工・販
売事業

　自社生産したジャンボニンニクを主原料とする加工食品（黒ニンニク、黒ニンニク
バーニャカウダソース、黒ニンニクたまり醤油、ニンニク塩ドレッシング）を開発す
る。また、旅館・ホテルの売店や土産物店で販売するなど、新たな販路を開拓し、
付加価値を取り込むことによって農業経営の改善を図る。

有限会社ヤマセ
イ造園

愛知県 南知多町

16
洞窟きのこ（ハタケしめじ、花び
らだけ、キクラゲ）を利用した商
品の加工・販売事業

　洞窟で栽培したきのこを用いた新商品開発を行う。それぞれのきのこの特性を活
かして「おやき」「マリネ」を開発する。また、粉末加工して麺類やこんにゃく、スープ
用粉末を開発し、スーパーや道の駅等で販売する。これらの取組により、自社ブラ
ンドを確立し経営改善につなげる。

有限会社明日香 三重県 松阪市

17
三重県桑名市産の「ほんもろ
こ」を利用した加工品開発・販
売事業

　自ら養殖した「ほんもろこ」を使って佃煮及び佃煮を使った弁当等の新商品を開
発する。商品は、促進事業者の協力を得て直売所等で販売する。これらの取組に
より、空きハウスの有効活用を図り、経営の改善、多角化を目指す。

伊藤　逸夫

三重県産青空市
場
長島観光開発株
式会社

三重県 桑名市

18
完熟いちじくを使用した焼き菓
子・フレッシュジャムの製造・販
売事業

　自ら生産した完熟いちじくを用いて、焼き菓子、フレッシュジャムを開発・製造し、
スーパーや地元直売所で販売する。また、生果のPOPと加工品のPOPを統一する
ことでブランドの価値向上を図り、経営の改善と安定化を目指す。

伊藤　平 三重県 桑名市

東海農政局－3－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

19
三重県産イチゴと地元食材を
利用したスイーツ等の開発・販
路拡大事業

　自社で生産したいちごを活用してロールケーキやムース、ジャム等の新商品を開
発し、自社で経営する観光農園で販売するとともに、生鮮の販売ルートを皮切りに
販路開拓を行う。生鮮と加工品の販売、近隣の観光施設や旅行会社との連携に
よって観光農園の集客につなげ経営の安定化を図る。

有限会社こうちく
男爵

三重県 津市

20
四季折々の自社生産野菜と三
重県産豚肉を使った「季節の
野菜餃子」の製造･販売事業

　自社で生産した野菜と地元産の豚肉を使用することで、100％地元産原料の餡
にこだわった水餃子、焼餃子の加工・販売を行う。また、これまでの販路に加え給
食事業者等への提案を行い販路開拓を図る。自社ブランドを構築し、さらなる経営
改善につなげる。

有限会社田園 三重県 松阪市

21

自社農園で栽培、収穫した農
薬不使用の新鮮な野菜を使っ
た商品の開発、加工、販売事
業

　自社で収穫した野菜を用いた漬物加工販売と野菜プリン、野菜せんべいの商品
加工、販路開拓により経営の安定を図るとともに多角経営を進め、農業経営の改
善を図る。

陽光ビオファーム
株式会社

三重県 いなべ市

東海農政局－4－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
「ブルーベリー」を利用した加工
品の開発販売

　会員が生産したブルーベリーを用いて、新たな加工品としてブルーベリージュー
ス、ブルーベリーかき氷、ブルーベリーティー、ドライブルーベリーの開発および販
売を行い、ブルーベリーを通じて新たな「涼」と「味」を提供することにより、需要を
創出し、経営改善につなげる。

上野川営農組合
ブルーベリー部会
宮ベリー

滋賀県 甲賀市

2
自家農園で生産した果樹（ブド
ウ、いちじく）を利用した加工・
販売事業

　当園果実の「生のおいしさ」をそのまま封じ込め、幼児からお年寄りまで安心して
食べてもらえる「ブドウゼリー、イチジクゼリー」の商品開発・販売及び「ブドウ」、
「イチジク」を乾燥、粉末にした「甲賀産　ブドウティー、イチジクティー」の商品開
発・販売を行い、売上の向上を図る。

なかお農園
中尾　久

滋賀県 甲賀市

3

もち米を活用した米菓子、米食
品等及び自社加工ポテトチップ
スによる経営の改善

　自社で生産した日本晴は、すし米として持ち帰り寿司チェーンへ直売する。もち
米については、もち粉、あられ、ちまき、棒状米菓子及びお茶漬け米食品を開発
し、自社直売施設、生協及びスーパー等で販売する。
　また、県内においてポテトチップスメーカー向けに栽培されている品種（こがね
丸、トヨシロ）を自社で生産し、ポテトチップスに加工し、自社直売施設やスーパー・
百貨店の催事で販売する等、経営の多角化により収益の向上を図る。

農業生産法人
まるごとファーム
株式会社

滋賀県 甲賀市

4

自社で生産した野菜（安納芋・
自然薯・かぼちゃ）を利用した
商品の加工（ジャム・ソース
等）、販売事業

　現在栽培している安納芋、自然薯の生産を新たに農地の利用権設定により、2倍
に拡大するとともに、それらを原材料とするジャム、ソース（ペースト）、粉末、ピク
ルス、ドレッシング等の新たな加工品開発を行い、百貨店や大手スーパー等に販
売することにより、経営の改善を図る。

農業生産法人
株式会社マックス
ファーム

滋賀県 甲賀市

5
自社生産の農産物を利用し
た、直売及び加工食品の開発・
販売事業

　新たに小麦、オウミ木イチゴ、オニグルミ、フェイジョアを栽培し、パン、ジャム、
ピューレ、クッキー等の開発・販売を行い高付加価値化を目指す。
　米は、無農薬・有機栽培を新たに開始し、通信販売やネット販売を行い、所得の
向上と雇用の拡大を図る。

株式会社あぐり
きっず

滋賀県 東近江市

6
多品種の旬野菜を販売及び菊
芋茶・黒豆茶・黒にんにくサプリ
等を加工・販売

　自社で生産したキクイモ、黒豆、にんにくをお茶やサプリメント等に加工して健康
食品分野に特化した加工品の加工・販売促進を行い、事業の多角化を行い、経営
の発展を図る。

株式会社ベジフォ
レ

京都府 京都市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

近畿農政局－1－



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10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者
NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

7
京野菜「堀川ごぼう」を使った
ごぼう茶の加工販売

　自社で生産するブランド力がある京野菜「堀川ごぼう」をごぼう茶に加工し販売す
る。
　この取組を軸に、生鮮野菜に留まらない総合的な事業展開による農業経営の向
上を目指す。

株式会社修彌 京都府 京都市

8
地域の特産品である筍と冨有
柿を利用した商品の加工・販売
事業

　自らが生産する筍及び柿を用いて、筍の佃煮と柿チップスの商品化を行い、販売
見込み先の要望をもとに、味・素材・デザイン・価格にこだわった加工品を開発す
る。
　加工品単体での販売に留まらず、これらの加工品と青果とのセットでのギフト化
など、商品ラインアップを広げた販売に取り組み、経営の改善を図る。

田原　正一 京都府 京都市

9
京都産酒米「祝」等を用いた発
酵飲料と酒米スウィーツと焼き
菓子

　自社で生産する京都産酒米「祝」から作る農産加工品として、酒米乳酸菌飲料
（蔵付き酵母から造る乳酸菌飲料）、酒米米粉パン（自然酵母を用いた米粉パン・
菓子）等を商品化し、事業として確立する。

株式会社メイドイ
ン京都

京都府 京都市

10
野菜(ｺﾏﾂﾅ・ﾐｽﾞﾅ・ﾆﾝﾆｸ等)とブ
ルベリー加工品の直接販売

　自社で本格生産するコマツナ、ミズナ、ニンニクとブルーベリーをジャムに加工
し、地元の直売所や京都芳樹園緑販の販売ルートを活用して全国の高級料亭等
と契約販売を行うことにより、農業経営に付加価値を取り込み、経営の体質強化を
図る。

有限会社京都芳
樹園夜久野農場

京都府 福知山市

11
碾茶における新商品開発と新
たな機械刈り碾茶の展開

　新事業として自農園の茶を使った「碾茶のティーバッグ」や更に海外で需要が見
込まれる「フレーバーティー」「抹茶チョコレート」を商品化し、製造する。これらは、
今後充実させて行く予定であるインターネットでの販路を中心に販売し、経営の改
善につなげる。
　また、海外展示会への出展を通じ、ニーズを調査し、海外での販売も検討してい
く。

株式会社孫右ヱ
門

京都府 城陽市

12
フルーツを利用した商品の加
工と販売事業

　ドライフルーツ加工場を整備し、自園の梨を用いたドライフルーツを開発する。商
品開発時には丹後のお土産用やパッケージを工夫した贈答用と普通パッケージ
の業務用の開発を行い、農業経営の改善を図る。

白岩　恒美 京都府 京丹後市
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都道府県 市町村

14 米麹の生産販売
　自社で生産する低農薬栽培米を用いて米麹を製造し、地元の味噌造りや塩麹造
りの消費者や既存農産物の販売ルート先を通じて直接販売を行い、事業の多角
化による農業経営の体質強化を図る。

有限会社あっぷ
るふぁーむ

京都府
与謝郡

与謝野町

15
八尾市の特産品「紅たで」を利
用した「紅たでシロップ」、「紅た
で飲料」等の加工及び開発

　自ら生産した紅たでを使用し、紅たで特有の赤い色と独特な辛味を生かしたシ
ロップやジュース等を開発し、加工・販売を行い、経営の改善を図る。

筒井　正雄 大阪府 八尾市

16

食品リサイクル肥料で栽培した
野菜を原料とした袋詰めベビー
リーフ、野菜サラダの製造販売
事業

　新たに栽培を行うベビーリーフはニーズが高く、大きな需要があることから、栽培
施設内に自動包装機などの加工室を整備し、袋詰めベビーリーフの効率的な製造
を行い、生協へ販売する。
　更にベビーリーフの生産を拡大し、自社で栽培するトマトやきゅうり等と一緒に野
菜サラダを開発し、経営の安定と改善を図る。

株式会社いずみ
エコロジーファー
ム

大阪府 和泉市

17
イタリアン野菜をペースト加工
し、冷凍スープにして販売する
事業

　自社が生産するイタリアン野菜（カリフラワーロマネスコ、チコリー、バジル、イタリ
アンパセリ―ジャイアント、エシャロット、ズッキーニ等）を一旦ペースト状に加工し
て冷凍保存を行い、野菜ペーストを利用した中食用冷凍イタリアン野菜スープの商
品開発を地域の料理店と行い、販売することにより、経営の多角化を図り、所得の
向上を目指す。

株式会社ＲｉｎｇＵ
ｐ

兵庫県 神戸市

18
神戸牛牧場で育った安全でお
いしい牛肉と加工品の製造・販
売事業

　 自社牧場で肥育した牛を地域内の直売所で消費者に直接販売する。特に肉専
用牛として肥育された牛肉は、肉本来の甘味と旨味を持っており、地域の方に国
産牛肉をもっと身近に感じてもらい、消費向上を担いたい。牧場では但馬牛の肥
育も行っており、贈答用の需要にも対応する。また、コロッケ、メンチカツ、ハンバー
グなどの惣菜の製造・販売も行い、自社牧場のブランド化と所得の向上を図る。

株式会社神戸牛
牧場

兵庫県 神戸市

19
有機唐辛子の有機一味唐辛子
と有機ミニトマトの有機ドライミ
ニトマト事業

　自社で有機栽培された慣行栽培よりも辛みが強くまた希少性も高い有機唐辛子
を乾燥、粉末化した有機一味唐辛子として売り出す。
　また、有機ミニトマトは生果でもミニドライトマトでも市場ニーズが高いことから、冬
場のニーズに応えるため、有機ミニドライトマトを製造し、通年での事業を創出し、
経営の安定化を図る。

株式会社ナチュラ
リズム

兵庫県 神戸市
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事業者
都道府県 市町村

20
コウノトリ育む農法に準じた稲
作と生姜・ニンニク等を活用す
る生産・加工・販売

　稲作は、「コウノトリ育む農法」に準じた栽培を行い、ブランド化と直売所やネット
販売等による直接販売を行う。
　あわせて、生姜の生産に積極的に取り組み、生姜を加工した高い付加価値商品
の開発、販売を行うとともに、耕作放棄地の有効利用を図るため、薬草・ニンニク
など新作物の研究と本物志向食品の開発を進め、商品ので差別化による経営の
改善を図る。

こうのとり夢
ファーム株式会社

兵庫県 豊岡市

21
丹波地方特産の黒大豆の規格
外品を活用したそばの製造販
売、調理販売

　自家栽培した黒大豆をそばに練り込むことで、黒大豆の香ばしい香りとそばの味
わいを生かした生麺を製造し、袋詰めにして販売するとともに、飲食施設を設けて
調理販売し、経営の多角化による経営の改善を図る。

株式会社馬場農
園

兵庫県 篠山市

22
丹波市産の農薬不使用野菜を
活用した新商品の開発・製造・
販売事業

　会員が生産する、なた豆・にんじん・黒豆を使用する加工商品（歯磨き粉・乾燥に
んじん・黒豆茶）の開発・製造・販売（インターネット販売等を含む）を行い、会員の
所得向上を図る。

丹地人 兵庫県 丹波市

23
淡路産小麦を活用した洋菓子・
スイーツの開発と販路開拓

　自社農場にて有機肥料を用いた特別栽培による小麦及びサツマイモの生産に
着手し、これらの自社栽培した農産物を用いた付加価値の高い新商品として「淡
路島ショートケーキ」「淡路島ロールケーキ」「淡路島パイ」「淡路島クッキー」「淡路
島スイートポテト」を開発・販売を行い、経営の改善を図る。

有限会社たかた 兵庫県 淡路市

24

自社農園で栽培した淡路島産
果実を利用した加工品の開発
と観光農園・農家カフェによる
提供・販売

　自社農園でイチゴ、メロン、ブルーベリー、トマト、パッションフルーツ、ホウズキ、
木イチゴの果実栽培に取り組むとともに、これらの果実を活用したジャムやシロッ
プ等の新商品を開発する。
　自社農園を観光農園として整備し、観光農園の運営と移動式販売車を活用した
カフェを併設して、果実の摘み取り販売及び加工品の提供・販売に取り組むこと
で、農業経営の多角化、高度化を図り、収益拡大を目指す。

山田屋農園
山田　修平

兵庫県 淡路市

25
乳酸菌を散布して栽培した、季
節野菜の高付加価値販売

　乳酸菌を利用した自社栽培の野菜を用いて、人参・辛味大根ジュース、ドレッシ
ング、干し芋の加工・販売を行う。
　加工施設を自社で整備することにより、事業の多角化、高度化を図り、農業経営
の改善と収益の拡大を進める。

株式会社博農 兵庫県 たつの市
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都道府県 市町村

26
但馬牛の繁殖肥育一貫経営に
よる但馬牛の精肉加工と直売

　自社で繁殖肥育一貫経営で育てた美方但馬牛を精肉加工し、直営店舖で販売
するとともに、焼肉店との契約販売及びインターネット販売を行い、経営の改善を
図る。

美方ファーム株式
会社

兵庫県
美方郡
香美町

27
新冷凍技術により鮮度を保持
したほたるいか等の海産物加
工・販売事業

　魚価の変動が大きい、ほたるいか、はたはた、そでいか等を新冷凍技術であるプ
ロトン凍結を行うことで解凍時も水揚げ直後とほぼ同等の鮮度を保持した商品とし
て加工し、通年供給を行う体制を構築するとともに、消費者に通販等の直販を行
い、組合員の所得向上につなげる。

浜坂漁業協同組
合

兵庫県
美方郡

新温泉町

28
花壇苗、野菜苗の直売所の設
置

　自ら生産した野菜苗、花壇苗の販売を主軸に直売所を設置し、春期は野菜苗の
販売を中心に、花壇苗については周年販売できるようにして、経営の多角化を図
り、農業経営に付加価値を取り込むことで、農業経営の改善を図る。

松井農園
松井　源文

奈良県 大和郡山市

29
新規に大和橘・小豆・小麦の栽
培と販売、その加工商品開発
と販売および直売所事業

　日本におけるミカン栽培発祥の地、穴師においてその原種とされる「大和橘」の
復元並びに栽培と商品開発を行い産地化を目指す。具体的には耕作放棄地の活
用で三輪山、山の辺の道の景観を活かして大和橘と小麦、小豆を新規に生産する
とともに、加工品として、大和橘ポン酢、おはぎ・善哉・どら焼等の加工品を製造販
売を行い、経営の改善を図る。

合同会社かむな
びの郷

奈良県 桜井市

30
牛乳・乳製品等の洋菓子・加工
商品の開発と販売事業

　自社の牛乳・乳製品を活用して付加価値の高い菓子・加工食品（プリン、洋菓子
等）の開発を行い、経営の多角化・事業拡大を図り、経営安定化を目指す。

株式会社奥村酪
農

奈良県 葛城市

31
加工品「冷凍ミンチニンニク」
「皮むき玉葱」の製造・販売

　専用の機械設備を導入し、自社で生産したニンニク、玉葱を活用し、取引先の要
望を踏まえた加工品である「冷凍ミンチニンニク」「皮むき玉葱」の製造と販売を進
め、農業経営の多角化、高度化を図り、所得の向上を目指す。

農業生産法人
株式会社鎌田
ファーム

奈良県
磯城郡

田原本町
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都道府県 市町村

32

地域の特産品である梅、柿、さ
んしょ、ヤマブキ及び野菜など
を利用した商品の加工･販売事
業

　組合員が生産する地域の特産品である梅、柿、山椒、ヤマブキ及び野菜（ホウレ
ン草、青ねぎ等）などを利用した梅ジャムや干し柿、佃煮等の商品を開発・生産し、
既存販路への販売を拡大するとともに、新たな販売先を開拓することで、経営の多
角化・高度化をはかり、組合員生産者の生産物の取り扱いを拡大する。

農事組合法人
農民連・奈良産直
センター

奈良県
高市郡

明日香村

33
果肉入りミカンジュース及び陳
皮みかんパウダーの開発と販
路拡大事業

　早和果樹園の持つ商品群はこだわりが強く、高級ブランド品として付加価値が高
く、高価格帯となっていることから、自社で生産するみかんを用いたデイリーユース
の価格帯向け商品であるみかん果肉入り「つぶつぶみかんジュース」を開発し、大
学生協やスーパー、コンビニ等へ販売する。

株式会社早和果
樹園

和歌山県 有田市

34
粉末ジャバラ及びジャバラ果皮
の砂糖煮の製造開発及び販路
開拓事業

　近隣の加工施設を利用して、自社で生産するジャバラを用いた加工品開発を自
ら行い、その加工施設で加工原料用粉ジャバラとジャバラ果皮の砂糖煮の製造を
行う。お客様の要望に応えられる研究開発と製造体制を整え、お客様の要望に応
えられるジャバラ加工業者である事をPRし、加工業者向け販売やネット販売に取
り組み売上拡大を目指す。

紀伊路屋
長谷　光浩

和歌山県
有田郡
広川町

35
新たなイノブタによるハム・ソー
セージの製造開発及び新市場
開拓事業

　イノブタの品種改良に取り組み、繁殖力を強化させて、生育頭数を増加させる。
品種改良を行ったイノブタを利用し、ハムやソーセージを開発し、大手高級スー
パーや百貨店で、常時取り扱いが可能な生産量を確保しつつ、お客様が気軽に購
入しやすい価格で販売することにより、新たな市場開拓とイノブタの認知度向上を
目標とする。

株式会社イブ
ファーム

和歌山県
西牟婁郡
すさみ町
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申請者 共同申請者 促進事業者

1
自ら漁獲した海藻の乾燥・塩
蔵、鮮魚の一夜干し加工販売
で、「漁師一家」ブランド創造

　自らが漁獲する海藻類の乾燥板わかめ、クロモ、絹もずく等への加工と、鮮魚の
一夜干し等の新商品を製造する。
　新商品の販売については、道の駅の他、HPでネット販売を行い販路拡大を図
る。これらの取組により、所得の向上を図る。

三好　政浩
三好　輝保
三好　幸男

鳥取県
東伯郡
琴浦町

2
水耕栽培青ネギを活用したカッ
ト野菜〔カット青ネギ〕の製造及
び販路開拓

　自社で水耕栽培する青ネギのうち、余剰生産となっているものを活用してカット青
ネギを製造する。新商品の販売については、スーパー等で一般消費者向けを中心
に販売する。これらの取組により、余剰生産物の活用と農業経営の向上を図る。

株式会社グリーン
カクエイ

広島県 庄原市

3
地域栽培栗を用いた、焼き栗
および加工食品の企画・開発・
販売事業

　自社で生産する栗について、焼き栗及び剥き栗等の開発・加工を行う。新商品の
販売については、焼き栗は百貨店や、観光物産館等で、むき栗等の商品は、受注
生産販売を行う。これらの取組により、農業経営の向上を目指すとともに、地域の
活性化を図る。

マロンファーム合
同会社

山口県 美祢市

4
瀬戸内の島から届ける多彩な
果実を使ったフルーツソース等
新商品による地域活性化事業

　自社と共同申請者が生産した果実等を原料にして、フルーツソース及び肉料理
用ジャム、かき氷用ジャムを製造する。新商品は、自社店舗やＨＰ等で販売すると
共に、自社経営のカフェで提供する。これらの取組により、経営の向上を目指すと
ともに、地域農業の活性化を図る。

株式会社瀬戸内
ジャムズガーデン

中川　一 山口県
大島郡

周防大島町

5
自家製りんごを活用した新商
品開発とレストラン開設による
地産地消の推進

　自ら生産したりんごの未利用品を活用したスイーツの製造と自ら経営するレスト
ランで提供する新メニューを開発する。新商品の販売は、自ら経営する物産店でも
販売する。これらの取組により、農業経営の改善を図る。

中尾　典弘 山口県 山口市

6
さちのか(品種）苺等を原材料と
した２層ジャム、スイーツ等の
商品開発、製造販売事業

　自ら栽培するイチゴ「さちのか」を活用し、ジャムやスイーツの新商品を開発・製
造する。また、ブルーベリー等を新たに栽培し、これらの農産物を使用した四季
折々の果実加工品を提供する。新商品の販売については、地元マルシェや高質
スーパー、セレクト系専門店等の販路開拓を行う。これらの取組により、農業経営
の向上を図る。

岩本　雅之 徳島県 阿波市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

中国四国農政局－1－
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事業者
都道府県 市町村

7
人参を活用した、氷菓子・焼菓
子の開発・製造・販売

　自ら生産する人参を活用し、氷菓子・焼き菓子を開発する。新商品の販売につい
ては、地元の産直市や催事販売とＷＥＢの直販方法により、新規の販売先や顧客
開発を図る。これらの取組により、規格外品の有効活用を図るとともに農業経営の
向上を目指す。

向　将勝 徳島県
板野郡
藍住町

8
特別栽培にんじんの強みを活
かした通年販売可能な加工品
の開発とその展開

　自ら生産する人参のうち、これまで廃棄してきた人参の規格外品に付加価値を
つけたオリジナル商品（ペースト、ジュース等）を開発する。新商品の販売について
は、飲食店等への販路を開拓する。これらの取組により、収益力の向上・安定化を
推し進め、将来的には、周辺の人参農家との連携を強化し、徳島県産の人参の認
知度強化、市場展開にもつなげていく。

山上　勝弘 徳島県
海部郡
海陽町

9
県推奨品種「さぬき姫」を使用
したいちご加工品の開発及び
テーマパークでの販売事業

　自社農園の余剰いちごと増設するハウスで栽培したいちご（県奨励品種「さぬき
姫」）を使用した加工品（スペシャルストロベリーケーキ、スムージー等）を製造す
る。新商品の販売については、観光農園をいちごのテーマパークに改装し、提供
する。これらの取組により、経営の向上を図る。

株式会社森のい
ちご

香川県
木田郡
三木町

10
親鳥を使った鶏肉加工品、鶏
卵を使ったスイーツの開発、製
造

　これまで未利用であった採卵鶏の親鳥を使った鶏肉加工品や鶏卵を使ったス
イーツを製造する。
　新商品の販売については、農場での直売、直営店での販売や移動販売車による
訪問販売を行う。これらの取組により農業経営の向上を図る。

有限会社白鳥農
場

香川県 東かがわ市

11
マコモタケとブルーベリーを活
用した新商品の開発・加工・販
売事業

　自社で生産するブルーベリー、マコモタケを活用したブルーベリー大福、中華総
菜の開発を行う。新商品の販売については、地元産直市で販売する他、自社ＨＰ
でネット販売を行い販路拡大を図る。これらの取組により、収益の向上及び農業経
営の安定化を図る。

株式会社森のと
もだち農園

浅野食品株式会
社

愛媛県 今治市

12
未利用魚及び安価な魚介類を
活用したすり身など加工品の
開発、製造、販売事業

　構成員が漁獲する未利用魚及び安価な魚介類を中心とした一次加工品及びじゃ
こ天等の新商品を製造する。新商品の販売については、地産地消の学校給食事
業として継続的な取引を実現する。また、食育活動を通じて、異業種とのネット
ワークを構築し、販路拡大を行う。

新居浜市六次産
業化推進協議会

愛媛県 新居浜市

中国四国農政局－2－
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事業者
都道府県 市町村

13
四万十町産生姜を使った加工
品（四万十サイダー・香り漬け・
佃煮）の開発・販売事業

　自社で生産する生姜のうち、今まで廃棄してきた生姜を有効利用して、生姜サイ
ダー、香り漬け、佃煮を開発する。新商品の販売については、道の駅、県内量販
店を中心に販路を開拓する。これらの取組により、四万十町産生姜の知名度を
アップさせながら、自社の経営の安定化を図る。

株式会社おしょう
ファーム

高知県
高岡郡

四万十町

14
自社農園の果実を使った柑
橘・ブルーベリー・キウィ ジェ
ラート、ジュースの開発

　自社で生産する樹上で完熟させた、温州ミカン・ポンカン・小夏・黄金柑・ブルー
ベリー・キウィを活用したジェラートとジュースを開発する。新商品の販売について
は、自社経営の観光農園での販売と生果の既存販路を活用する。これらの取組に
より、農業経営の改善を図る。

株式会社土佐の
高知のくだもの畑

高知県 香南市

中国四国農政局－3－
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申請者 共同申請者 促進事業者

1
野菜・果物を利用したレストラ
ン及び加工・直売事業

　構成員が生産した果実・野菜を提供する農家レストランの開業、果実（ぶどう）・
野菜（いちご）を利用した新商品（ドレッシング）の製造及び直売を行い、地域を訪
れる観光客を増やし、地域の活性化に貢献する。

株式会社樹蘭 福岡県 久留米市

2
自ら栽培した果実・野菜を利用
した加工食品の開発・製造・販
売事業

　自ら生産したミカン・レモンを利用したジュース、梅・野菜を利用したドレッシング・
ソースの開発及び漬物を製造し、自営直売所及び道の駅等で販売し、経営の多角
化を図り、農業経営の改善を目指す。

岩佐　洋一 福岡県 宗像市

3
自社生産「一貴山豚」の精肉・
加工品・惣菜の直売及びビュッ
フェレストラン事業

　自ら生産した豚を利用し、精肉・加工品（ソーセージ・味噌漬け等）・惣菜（とんか
つ・串カツ等）の開発・生産を行い、直売所で販売する。また、豚肉を利用した
ビュッフェレストランを開業し、経営の多角化・高度化を図り、付加価値を取り込む
ことにより養豚経営の改善を図る。

株式会社瀬戸
ファーム

福岡県 糸島市

4
自社生産の豚を利用した商品
の加工・販売事業

　自ら生産した豚を利用し、精肉・加工品（焼き豚・豚足煮物等）の製造・委託販売
を行う。新商品の販売は、委託先の販路を活用する。これらの取り組みにより、経
営に付加価値を取り込み、経営の改善を図る。

有限会社浦ファー
ム

福岡県 糸島市

5
高島フルーティトマト加工販売
事業

　自社で栽培したトマトを斬新なパッケージにより「高島フルーティトマト」の小包装
での卸販売していく。低糖度のトマトについては、ジュレ、ピューレを開発、自ら製
造し販売していく。これらによる付加価値を経営に取り組み農業経営の改善を図
る。

崎永海運株式会
社

長崎県 長崎市

6
地元島原で栽培した生姜、人
参等の野菜を使用したスイー
ツ等の加工・販売事業

　自ら生産した生姜や野菜（人参・ほうれん草等）の規格外を利用して、子供から
大人までおいしく食べれる新たな菓子（マカロン・シフォンケーキ等）、加工食品（シ
ロップ等）の製造を進め、直売所やインターネット販売を行い農業経営に付加価値
を取り込み農業経営改善を図る。

松本　政彦 長崎県 島原市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村

九州農政局－1－
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NO 事業名 事業の概要

事業者
都道府県 市町村

7
長崎県の特産物であるビワと
オリーブを使用した食品の加
工・販売事業

　自ら生産したビワ・オリーブを使用し新たな菓子等（ビワの種入りチョコレート・ド
レッシング）を製造し、卸販売・インターネット販売を行い付加価値を高め、経営改
善を図る。
　不足する原料については、地域で連携する農業者からのオリーブやビワを利用
することで地域活性化を図る。

有限会社あじさい 長崎県 諫早市

8
栽培にこだわったベビーリー
フ・ベビーレタスとトマトを利用
した商品の加工・販売事業

　自ら及び連携先が生産したベビーリーフ・ベビーレタスを洗浄したサラダ、トマトを
カットしたサラダの製造を行う。既存の販売ルートを活用するとともに手軽に食する
ことができる商品の利便性を活かして、コンビニエンスストア等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、農業経営に付加価値をとり
こむことで、農業経営の改善を図る。

有限会社ベジタブ
ル・ユー

熊本県
熊本市
南区

9
「灯籠蜜いも」（サツマイモ）を
利用した芋ペーストの商品開
発・販売事業

　自ら生産したサツマイモを原料にサツマイモペーストを商品開発・卸販売し、青果
出荷できない商品の有効利用を図り、商品に付加価値をつけることで、農業経営
の改善・安定を図る。

株式会社アグリ
ファーム未来

熊本県 山鹿市

10
還元塩ミネラル農法で出来た
米の副産物である米ぬかを利
用した商品の加工・販売事業

　自らこだわりの栽培方法で生産した米の副産物である米ぬかの栄養分を手軽に
摂取できるよう、米ぬかふりかけと米ぬかせんべいの加工品の開発を行い、卸販
売や直売所、ネット販売により新たな販売ルートを構築することにより、経営の多
角化・高度化を図り、農業経営に付加価値をとりこむことで、農業経営の改善を図
る。

平本　秀秋 熊本県 山鹿市

11
地元大津町の特産品である甘
藷を利用したさつまいもシロッ
プの商品開発・販売事業

　自ら生産するさつまいもを原料にさつまいもシロップを製造するとともに、百貨店
等への新たな販売ルートを構築することにより経営の多角化を目指し、同時に農
閑期においても収益を確保することで経営の安定化を図る。

なかせ農園 熊本県
菊池郡
大津町

12
地域特産の甘藷を利用した商
品の開発と販売事業

　自ら生産する甘藷を原料に干し芋、甘藷ペースト、冷凍芋を製造し、製菓業等へ
卸販売や直売等の新たな販売先を開拓することで、農作物の付加価値を上げ農
業経営の改善を図る。また、甘藷の貯蔵施設を確保し安定した加工原料確保によ
り農業経営の安定を図る。

農事組合法人
下巣畑農産

熊本県
阿蘇郡
小国町

九州農政局－2－
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事業者
都道府県 市町村

13

熊本県の特産品である「あか
牛」を放牧型粗飼料多給飼育
方法で飼育した「阿蘇うぶやま
上田尻の草うし」の商品加工・
販売事業

　自ら放牧型粗飼料多給飼育方法で飼育した「あか牛」の肉を原料に「あか牛ハン
バーグ」及び「あか牛肉味噌」を製造するとともに、新たにレストランを併用した直
営販売所を新設することにより、経営の多角化、高度化を図り農業経営に付加価
値を取り込むことで、農業経営の改善を図る。

井　博明 熊本県
阿蘇郡
産山村

14
水耕養殖装置を用いた砂ゼロ
アサリの加工商品開発事業

　当社独自で開発した砂を使用しない水耕養殖装置を使い、生産した砂を含まな
いアサリによる「砂ゼロアサリのむき身パック」や「砂ゼロアサリのレンジ対応酒蒸
パック」の新商品開発を行う。
　また、新商品の販売については地元物産館等へ販売し、水産経営の改善を図
る。

合同会社ＦＵバイ
オカルチャー

熊本県 上天草市

15
特産品であるパール柑とあまく
さ晩柑を利用した商品の加工・
販売事業

　自らが生産したパール柑及びあまくさ晩柑を使用し上天草農林水産物ブランド推
進協議会等の協力を仰ぎながらパール柑のむき身及びパール柑ピールの砂糖漬
け、あまくさ晩柑ピールの砂糖漬けなどの新商品を製造する。
 また、新商品の販売については地元物産館や県内卸売業者へ販売を行う。
 これらの取組により、農産物の付加価値を高め農業経営の多角化・安定化を図
る。

水野　武晴 熊本県 上天草市

16
フグ刺し（急速冷凍）及びトラフ
グ（アラ）の唐揚げの商品開
発・販売事業

　自社で養殖したトラフグを使い、真空包装機及び３Ｄ冷凍機の導入によって低価
格で大量に一年中産地から食卓に提供できるフグ刺し（急速冷凍）とトラフグ（ア
ラ）の唐揚げの新商品を製造し、卸販売・ネット販売に取り組むことにより水産経営
の改善を図る。

株式会社小川水
産

熊本県 天草市

17
地域の特産品である車海老の
販路拡大に向けた商品開発・
加工事業

　自社で養殖した車海老を使用し車海老の刺身（急速冷凍）及び簡単に調理でき
る車海老惣菜品の新商品を製造する。
  また新商品の販売については、インターネットやカタログによる直送販売やホテ
ル・旅館などへの直接販売など新たな需要の拡大を行う。
 これらの取組により、水産経営の改善を図る

有限会社友榮水
産

熊本県 天草市

18
黒豚の直売販路構築と加工品
の開発事業

　自ら飼育する黒豚を使用した精肉の加工・販売、惣菜（とんかつ・ハンバーグ・メ
ンチカツ）の製造・販売を行う。
　精肉については、従来の販路に加え業務用として新たに販路を拡大し、新たに
製造する惣菜については、消費者に直接販売を行うことにより、養豚経営の安定
と改善を図る。

株式会社梶原畜
産

大分県 中津市

九州農政局－3－
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事業者
都道府県 市町村

19
伊勢海老を活用した加工品の
開発・販売事業

　自ら養殖する伊勢海老を活用した加工商品を開発・製造し消費者に直接販売を
行う。
　具体的には、脱皮直後の殻を有効活用した「茶漬けの素」「パスタオイル」「ス
ナック」及び「高級塩辛」の新商品の開発・製造・販売を行い、従来、廃棄処分して
いた殻や頭を有効活用することで、経営の改善を図る。

有限会社丸二水
産

大分県 佐伯市

20
大分県特産の原木椎茸を使用
した加工食品の開発・製造・販
売事業

　自ら生産する原木椎茸を使用した、味付け調理と冷凍加工した商品や、味付け
レトルト加工した商品の、製造・販売を行う。
　世界農業遺産に登録された国東半島の椎茸を活用することにより、商品に付加
価値を付け、業務用や消費者に直接販売を行い、収益構造の改善と農業経営の
安定化を図る。

株式会社国東
ファーム

大分県 国東市

21
廃鶏を活用した惣菜の加工・販
売事業

　自ら飼育する鶏を活用した「鶏めしの素」「親子丼の素」「鶏そぼろ」及び「炭火焼
き」の新商品の開発・製造を行い、既存のルートでの販売に加え、消費者への直
接販売やインターネット販売を行うことにより経営の改善を行う。
　具体的には、従来、廃鶏として処理していた鶏の有効活用のため、新たに加工
商品を開発・製造・販売することで収益の改善を図る。

有限会社大分
ファーム

大分県
速見郡
日出町

22
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

　自社で生産し、商標登録も行っているパイン牛について、自社の食肉加工施設
を改装整備し、その腿肉の部位を利用したドライエイジングビーフ（乾燥熟成肉）と
生食用牛肉を製造する。
　新商品の販売については、自社グループレストランで販売する他、自社ＨＰで
ネット販売を行い、販路拡大を図る。
　これらの取組により、枝肉全体の３割を占める腿肉に付加価値を高め、自社の
経営改善と雇用の拡大を目指す。

有限会社岡崎牧
場

宮崎県 宮崎市

23
鉢植えマンゴーの高糖度果実
を素材としたスイーツの開発と
販売

　自社で生産した鉢植えマンゴーの高糖度果実の規格外品を素材として、代表者
の長年の食品加工経験を活かしたスイーツ類（焼き菓子・プリン・ドライフルーツ）
を製造し、従来からの顧客や関東・関西のレストラン等に販売することにより、農業
経営に付加価値を付けて農業経営の改善を図る。

有限会社八祥 宮崎県 宮崎市

24
自家生産ブルーベリーを利用
した高級洋菓子等の加工・販
売事業

　自家農園で生産したブルーベリーを活用し、OEM委託製造により付加価値をつ
けたブルーベリーマカロンやロールケーキを開発して県の物産館、ホテル、空港等
の土産売り場への販路拡大を図る。また、農園に休憩所を整備して自ら製造する
ソフトクリームとジュースの販売を行う。このことにより農業経営の財政的基盤の強
化と安定化を図る。

大前　幸祐 宮崎県 都城市

九州農政局－4－
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25
環境にこだわって肥育した自社
ブランド牛（ＥＭＯ牛）を使用し
た新商品の開発・販売事業

　自社銘柄「ＥＭＯ牛」を使用して、ドライエージングビーフや牛肉ハム・ソーセージ
等の商品を製造する。
　また、枝肉の冷蔵保管機能を備えた施設を整備して、大手ハムメーカー・商社・
通信販売事業者等のニーズに即した供給体制を確立することで独自の販売ルート
を開拓する。
　新たなビジネスモデルを構築することによって、農業経営の改善と雇用の創出を
図る。

有限会社有田牧
畜産業

宮崎県 西都市

26
ＩＱＦ（個別急速冷凍）による冷
凍ほうれんそうを利用した商品
の加工・販売事業

　自社とJA組合員が生産したほうれんそうをIQFフリーザーで瞬間凍結し、冷凍野
菜を製造して、宮崎県産の農畜産物とミックスした加工食品（カレー・シチュー）を
製造する。自社の取引先のチャネルを活用した販路開拓により安定した経営をめ
ざし、農業経営の改善を図る。

株式会社ジェイエ
イフーズみやざき

宮崎県 西都市

27
地域の特産であるブルーベ
リー葉及び山人参を用いた健
康食品の加工及び販売事業

　自家生産したブルーベリー葉と日本山人参、この二つの素材を組み合わせたブ
レンド茶等の商品開発・生産を行い、健康食品会社やレストラン向けに新たな販売
ルートを構築することによって経営の多角化・高度化を図り農業経営に付加価値を
付け農業経営の改善を図る。

亀長　浩蔵 宮崎県 延岡市

28
自家農産物（柿・桃・葡萄・金
柑）を利用したソフトクリームお
よび一次加工品の販売

　自家生産した果実（柿・桃・葡萄・金柑）を利用したソフトクリーム原料を開発し、イ
ベント等での製造販売を行う。また、業務用の一次加工品（ピューレ）を製造し加工
業者等への販売や、果実（柿・葡萄・金柑）の輸出を行うことで新たな販売ルートを
構築し、農業経営の改善を図る。

田口　秀希 宮崎県 延岡市

29
自社生産した若鶏を利用した
加工・販売事業

　自社生産の若鶏を利用した唐揚げ等の加工品を製造し、自社店舗や都心部の
食品スーパーで販売することにより、農業経営に新たな付加価値を取り込んでい
く。また、併せてインターネット販売の体制を整備し、商品の全国発信を行う。生産
から加工までを行うことにより安心・安全な食品提供を消費者にアピールする。

株式会社英楽 宮崎県
東臼杵郡
門川町

30
自社産有機茶を利用した釜炒
り製法による新商品の開発・販
売事業

　自社産有機茶を利用した茶葉を用いて烏龍茶・紅茶やハーブ・薬草等とのブレン
ド茶の商品を製造するとともに、健康食品会社への新たな販売ルートを構築し、農
業経営に新たな付加価値を取り込むことで、農業経営の改善を図る。
　また、促進事業者と共同で、自社生産のお茶やハーブ・薬草等を利用した商品
のかりんとう、せんべいの開発に取り組む。

株式会社宮﨑茶
房

株式会社バーバ
クラブ

宮崎県
西臼杵郡
五ヶ瀬町

九州農政局－5－
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31
地域の特産品、安納芋・馬鈴
薯を活用した商品開発及び販
路開拓事業

　構成員が生産した安納芋、馬鈴薯を用いて、ペーストやドレッシング、ポタージュ
の新商品の製造を行い、業務用に小売・卸売の新たな販路を構築することによっ
て、農業経営に付加価値をとりこみ経営改善を図る。

株式会社あんの
う

鹿児島県 西之表市

32
自家農産物（マンゴー、野菜）
を活用したジェラート・焼き菓子
類の開発販売

　自ら生産したマンゴー、野菜（トマト、かぼちゃ）を活用したジェラート、ジェラート
ケーキ、マフィン、シフォンケーキの新商品を製造する。また、既存の専門店に加
えて、移動販売用の車両を導入した移動販売により、需要開拓、販路開拓・安定
化を図る。

泉　祐次郎 鹿児島県 奄美市

33
地域特産のさつまいもを利用し
た芋蜜の新商品の開発・製造
及び販売事業

　自ら生産したさつまいもを活用して、さつまいもだけで造る芋蜜「あめんどろ唐芋
シロップ」の新商品を製造する。販売については、卸売により新たな顧客の開拓を
行い、経営の多角化・高度化による農業経営の改善・安定を図る。

株式会社唐芋農
場

鹿児島県 南九州市

34
自ら収穫する屋久島特産の
パッションフルーツ製品の製造
と直売事業

　自ら生産したパッションフルーツを用いたジャム、ジュースを製造する。加工施設
を整備して経営の多角化・高度化を図り、販売については小売と直販・ギフト販売
を行い、農業経営の安定化と売上収益確保によって農業経営の改善を図る。

中原　洋秋 鹿児島県
熊毛郡

屋久島町

35
自社養殖のカンパチ、タイ、シ
マアジやフグを使った加工商品
開発と販売事業

　自社で養殖しているカンパチ、タイ、シマアジをカット加工し真空パックに、フグは
身欠きや皮、白子に加工する。また、残渣処理していたカンパチの「あら」や「かま」
も加工商品として製造販売する。加工施設、販売所を新築し、自ら製造販売を行う
ことで経営の多角化・高度化及び安定化を図る。

有限会社さと丸
水産

鹿児島県 垂水市

36
全国規模による通年型野菜供
給体制確立事業（レタス）

　各生産者が自ら生産したレタスを、実需者と産地リレーによる連携供給契約を結
び、安定した供給体制を構築することで、リスクの減少、価格の安定、収益の向上
を図り、農業経営の安定を目指す。

株式会社指宿や
さいの王国

株式会社グリーン
ファーム絆
株式会社ハヤト
株式会社hishi
甘利明稔
中嶋治樹
株式会社葉物屋

鹿児島県 指宿市

九州農政局－6－
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37
全国規模による通年型野菜供
給体制確立事業（キャベツ）

　各生産者が自ら生産したキャベツを、実需者と産地リレーによる連携供給契約を
結び、安定した供給体制を構築することで、リスクの減少、価格の安定、収益の向
上を図り、農業経営の安定を目指す。

有限会社大崎農
園

村崎誠
久保田秀幹
関宗栄
株式会社指宿や
さいの王国
株式会社ハヤト
有限会社新福青
果
株式会社hishi
有限会社オオスミ
物産
芝原清彦
西郷どん生産組
合
甘利明稔
山口隆治
有限会社Ｙ＆Ｈ
株式会社佐藤農
場
佐藤美好
井出信弘

鹿児島県 大崎町

38
全国規模による通年型野菜供
給体制確立事業（はくさい）

　各生産者が自ら生産した白菜を、実需者と産地リレーによる連携供給契約を結
び、安定した供給体制を構築することで、リスクの減少、価格の安定、収益の向上
を図り、農業経営の安定を目指す。

西郷どん生産組
合

甘利明稔
山口隆治
飯出啓一
中嶋治樹
株式会社内田農
園
池田和浩
上野正子
株式会社イナバ
ファーム
北島正之
兼井昇

鹿児島県 曽於市

九州農政局－7－
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1

島ニンニクの水耕青果生産及
び島ニンニクを中心とした島野
菜の加工品製造・海外販売事
業

　自社で生産する島ニンニクを使用したフルーツガーリック（一次加工品）及びペー
スト（二次加工品）等の商品の開発や紅芋、ウコンなどの島野菜のドライフルーツ、
パウダーを開発・製造する。また、これまでの既存販路に加え、インターネットによ
る通信販売を新たに導入し国内外への販路開拓に取り組むことで、収益の向上と
経営の安定化を図る。

株式会社農業生
産法人テクノグ
リーン

沖縄県 宜野座村

2
津堅島特産の人参、さつまいも
等を活用した商品開発、製造
販売と地域食の提供

　津堅島特産の人参・さつま芋を原料とした加工品（ペースト、ドレッシング等）を開
発・製造・販売することで経営の安定化を図るとともに、地域特産の農水産物を活
用した食メニューを開発し、島内の行事や観光客等へ提供することにより地域農
業の活性化を図る。

津堅構造改善セ
ンター　「津堅み
やらび」

沖縄県 うるま市

3
循環型農業による農畜産物の
生産とこれを利用した加工品
の製造及び販売

　連携する地元ホテル等から出る生ごみを肥料、飼料化し、葉ネギやパパイヤ等
のカット野菜、ペーストの製造販売をするほか、飼料化した餌で飼育した合鴨肉の
加工品を製造する。また循環型農業をコンセプトとした観光農園の取組みも進め、
加工直売施設との連携により新たな販路の開拓を行い経営の改善と安定化を図
る。

農業生産法人株
式会社サンシャイ
ンファーム

沖縄県 北中城村

4
沖縄県産の生しいたけの加工
製品の開発（乾燥）及び販売事
業

　自社生産する生しいたけの加工品（乾燥しいたけ）を粉末加工した「粉末乾燥し
いたけ」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。

NA-BA生産企業
組合

沖縄県 名護市

5
１００％県産マンゴーを原料とし
たマンゴーピューレ等、加工品
の開発及び通年販売の取組

　マンゴーを急速冷凍することにより、従来よりも鮮度や糖度の高い良質なマンゴ
－を原料とした加工商品（ピューレ、ジュース、スムージ、カットマンゴー）を製造し、
通年販売することで、売上の拡大、販路の確立や農業経営の効率化、多角化を図
り、安定した経営を構築する。

農業生産法人有
限会社コーラル
ファーム

沖縄県 糸満市

6
自家産ブランド鶏の鶏卵、鶏肉
を活用した新商品開発・製造・
販売事業

　自ら飼養（平飼い）する鶏（赤鶏）の規格外の卵を活用した加工品（マヨネーズ
等）の開発・製造に取り組む。また、廃鶏肉を利用した商品の開発並びに直売所の
設置と新たな販売ルートを構築することにより、農業経営に付加価値を取り込み、
経営の改善を図る。

株式会社花城養
鶏場

沖縄県 名護市

NO 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村
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7
かんしょの通年供給による新
商品の製造販売

　ウイルスフリー苗の育成技術を活用し、自社及び連携農家によるかんしょの計画
生産に取り組み、加工品の原材料として通年安定供給する仕組みを構築し、加工
品の開発及び販売事業を通した経営規模の拡大及び収益の向上を図り、農業経
営の基盤強化と安定化を図る。

農業生産法人株
式会社マルシェ
沖縄

沖縄県 西原町

沖縄総合事務局－2－


