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注）事業実績報告に基づき、開発商品を掲載。 平成20年6月現在

農政局等 都道府県
補助事業者（事業実施主体）

下段は開発のコア企業・団体。
開発商品 概要

本省 北海道
北海道食料産業クラスター協議会
(株)日生バイオ

機能性乳酸菌の浅漬け「恵み野漬」
北海道産農産物（白菜、キャベツ、蕪、だいこん、赤
たまねぎ、黒豆等）と機能性乳酸菌を使用した浅漬け
「恵み野漬」を開発。

〃
　　　〃
井原水産(株)

サケ皮コラーゲン等を使用した魚卵ゼ
リー寄せ

北海道産サケ皮由来コラーゲン、根昆布エキス等を使
用し、たらこ等の形が崩れたもの（通称ばらこ）を結
着させ、寿司や惣菜、オードブルとして応用できる魚
卵のゼリー寄せを開発。

〃
　　　〃
メビオーラスタイル（株）

北海道産アロニアのサプリメント
北海道産アロニア（バラ科の小果樹）を使用し、アロ
ニアの機能性を活かしたサプリメントを開発。

〃
　　　〃
(有)フーズアンドブレッド

トマトゼリー、ハマナスゼリー、昆布
パン、牛乳パン　等

北海道産食材を使用し、トマトの赤色を活かしたトマ
トゼリー、ハマナスの黄色を活かしたハマナスゼ
リー、昆布の緑色を活かした昆布パン、牛乳の白色を
活かした牛乳パン、昆布ペースト、トマトクリーム、
トマトジャム等、食材固有の色を長時間保つ加工食品
を開発。

東北 岩手
いわて食料産業クラスター協議会
岩手県産(株)

山ぶどう、ブルーベリー使用のパウン
ドケーキ

岩手県産の山ぶどう、ブルーベリー、南部小麦を使用
し、栄養価や機能性を活かした洋菓子（パウンドケー
キ）を開発。

〃
　　　〃
(株)長根商店

きのここんにゃく（刺身用、焼き肉
用）

岩手県産の天然きのこ（あみたけ）と昆布等を使用
し、ヘルシーなきのここんにゃく（刺身用、焼肉用）
を開発。

宮城
宮城県食料産業クラスター全体協議
会
気仙沼ほてい(株)

モウカ鮫の角煮（レトルト食品）
鰭を除去したあとのモウカ鮫の肉を有効活用し、独特
の臭いを除去した角煮（レトルト食品）を開発。

〃
　　　〃
(有)花蓮堂

かぼちゃの無添加シフォンケーキ、パ
ンプキンパイ

県産かぼちゃを使用し、自然派・こだわり志向の消費
者を対象とした、無添加のスイーツ（シフォンケー
キ、パンプキンパイ）を開発。

〃
　　　〃
はたけなか製麺(株)

松島産アカモクと国産小麦使用の白石
温麺

松島産アカモクの粉末と国産小麦を使用し、アカモク
粉の機能性を活かした白石温麺を開発。

〃
　　　〃
(株)阿部長商店

秋刀魚由来の青色色素とコラーゲン等
のゼリー

秋刀魚の鱗から抽出した青色の色素・秋刀魚由来のコ
ラーゲン、地域特産品のフカヒレ、大島柚子を使用し
たゼリーを開発。

〃
　　　〃
(株)きちみ製麺

蔵王高原産小麦使用の手延べ白石温麺
蔵王高原産の小麦を使用し、古くからの「手延べ」製
法を用いて、原点となる白石温麺を復刻・開発。

〃
　　　〃
グリーンライブ(株)

塩釜産アカモク漬け
アカモクの機能性を活かし、野菜や海産物等を混ぜ合
わせたアカモク漬を開発。

山形
やまがた食産業クラスター協議会
(株)仁藤商店

①紅大豆のさくら豆乳

①山形県川西町の在来種「紅大豆」は、表皮の紅色
（桜色）のアントシアニンとポリフェノールや甘さが
特徴。この紅大豆をパウダー化し飲料とした「さくら
豆乳」を開発。

〃 　　　〃 ②紅大豆入りおからドーナッツ
②紅大豆のおからと紅大豆を使用した「紅大豆入りお
からドーナッツ」を開発。

〃
　　　〃
JA鶴岡

だだちゃ豆の豆乳、豆腐、プリン、パ
スタ

山形産だだちゃ豆の色や風味等が損なわれないよう冷
凍一次加工品を開発し、冷凍一次加工品を使用した豆
乳、豆腐、プリン、パスタを開発。

〃
やまがた食産業クラスター協議会
アヒコファインテック(株)

①神代豆のパック入り発芽大豆

①山形県 上地域（鮭川村）で生産される「神代豆」
は、豊かな風味とイソフラボンやギャバ等の機能性が
特徴。この神代豆の発芽大豆を使用し、機能性等を高
めた「パック入り発芽大豆」を開発。

〃 　　　〃 ②神代豆の葉茎のお茶
②これまで廃棄されていた神代豆の葉茎の部分を有効
活用し、お茶（ティーパック）を開発。

〃
　　　〃
(有)内外ファーム

庄内メロンの赤白セットワイン

庄内産の赤肉系「鶴姫レッド」、白肉系「ライフメロ
ン」を使用し、メロンの色と香りを活かした赤・白
セットワインを開発し、山形オリジナルの高級製品と
した。
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農政局等 都道府県
補助事業者（事業実施主体）

下段は開発のコア企業・団体。
開発商品 概要

東北 山形
やまがた食産業クラスター協議会
山形県酒類卸(株)

さくらんぼ、ラ・フランス、もも（恋
香桃）の果実入りリキュール

山形特産のさくらんぼ、ラ・フランス、もも（恋香
桃）を使用し、それぞれ果実の風味を活かした果実入
りリキュールを開発。３種のセット販売を図る。

〃
　　　〃
(株)いの食品

味付け米沢牛・牛骨スープ入り揚げ玉
こんにゃく

地域ブランド米沢牛の牛肉・牛骨のスープと、鯉料理
の残さ物の鯉の頭から抽出した凝固剤を使用した、味
付け米沢牛・牛骨スープ入りこんにゃくの揚げ物を開
発。

〃
　　　〃
(有)新田食品

いずみた里芋の煮物用団子
新庄市泉田地区で江戸末期から栽培される「泉田里
芋」を使用した煮物用団子を開発。

〃
　　　〃
(株)米沢食肉公社

米沢牛入り、米沢一番豚入り青菜漬の
冷凍食品

山形の青菜漬、米沢牛、米沢一番豚等を使用した具材
を、県産小麦使用の小麦ペーパーでくるんで肉まん状
にし、ファーストフード感覚で食べることができる冷
凍食品「おらえのねっちょ」を開発。

〃
　　　〃
(有)尾花沢食品

六沢大根の浅漬風いぶり大根
上地区と尾花沢市生産される「六沢大根」を生のま

ま燻し、浅漬け風に漬けた伝統製法による浅漬風いぶ
り大根を開発。

〃
　　　〃
山形県酒類卸(株)

お手軽チューブ入り「出羽燦々」味噌
酒粕

山形県育成酒米品種「出羽燦々」の酒粕と県産大豆の
味噌を使用した、酒粕汁用のお手軽チューブ入り「出
羽燦々」味噌酒粕を開発。

〃
　　　〃
(株)タスクフーズ

上和田米等を使用したレトルト食品
「ごちそう粥」

山形県高畠町の上和田米、メルヘンかぼちゃと、米沢
牛のスープを使用し、おいしさと機能性に優れたレト
ルト食品を開発。今後「ごちそう粥」として販売。

関東 茨城
茨城県食品産業協議会
亀印製菓(株)

メロンピューレ、メロン羊かん、メロ
ン大福、メロンゼリー

茨城産メロンの規格外を有効活用したメロンのピュー
レの開発と、メロンピューレを使用したメロン羊か
ん、メロン大福、メロンゼリーを開発。

栃木
栃木県食料産業クラスター協議会
栃木乳業(株)

 
蔵の街のむとちおとめヨーグルト

全国生乳生産第２位の県産牛乳と生産量日本一のいち
ご「とちおとめ」を使用した健康ドリンク「とちおと
めヨーグルト」を開発。

〃
　　　〃
(株)エイ・エム・シー・ロア

二条大麦を使用した大麦ファイバー

日本トップクラスの生産量である栃木産二条大麦とそ
の機能性を活かした大麦ポップライス「大麦ファイ
バー」を開発。健康食品、地産地消食品として食生活
提案商品とした。

〃
　　　〃
笠原産業(株)

①県産小麦を使用したパースティー
①栃木産小麦を使用してパイ生地を作り、中身の具材
には地元の食材を使用した、英国の郷土料理「パース
ティー」（形はジャンボ餃子）を開発。

〃 　　　〃
②県産強力小麦「タマイズミ」のパス
タ

②栃木産強力小麦タマイズミを使用したパスタを開
発。生産者の顔が見える安心・安全なこだわりの地元
食材として、レストラン等で取り上げられた。

〃 　　　〃
③県産強力小麦「タマイズミ」を使用
した麩

③栃木産強力小麦タマイズミを使用した「麩」を開
発。伝統食材としての普及を図った。

〃 　　　〃 ④県産小麦を使用したかりんとう
④栃木産小麦を使用した「かりんとう」を開発。伝統
の風味の普及と地産地消の活発化を図った。

東京
東京都食料産業クラスター協議会
寺澤製菓(株)、(株)登喜和食品

大豆テンペチョコ

国産大豆・黒大豆をテンペ菌により発酵させ、チョコ
レートと組み合わせて、栄養成分（タンパク質、必須
アミノ酸等）を活かした機能性菓子「大豆テンペチョ
コ」を開発。

長野
長野県食料産業クラスター協議会
長野興農（株）、デイリーフーズ
(株)

黄金桃とプルーンの高品質・低糖度
ジャム

長野産のプルーンや黄金桃等の果実を使用し、果実の
色や風味を活かした高品質な低糖度ジャムを開発。

〃
　　　〃
新進漬物（株）

バイリングの新食感漬物
きのこ新品種「バイリング」を使用し、優れた食感を
活かした漬物製品を開発。

〃
　　　〃
長野興農（株）

エノキダケの高ギャバなめ茸
県産エノキダケを使用し、エノキダケの機能成分を強
化した、高品質なめ茸を開発。

〃
　　　〃
長野興農（株）、寿高原食品（株）

バイリングペーストの加工食品
県産バイリングをペースト化し、ペーストを使用した
加工食品（飲料、スープ、アイスクリーム等）を開
発。
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農政局等 都道府県
補助事業者（事業実施主体）

下段は開発のコア企業・団体。
開発商品 概要

関東 長野
長野県食料産業クラスター協議会
柄木田製粉(株)、日穀製粉(株)

①県産小麦をブレンドした１００％県
産の小麦粉

①県産硬質小麦「ユメアサヒ」、超強力小麦「ハナマ
ンテン」、低アミロース小麦「ユメセイキ」をブレン
ドした１００％県産の小麦粉を開発。パン、麺等の製
造用の小麦粉とした。

〃 　　　〃 ②県産硬質小麦の全粒粉
②県産硬質小麦を使用し、ミネラルや繊維を美味しく
摂取できる硬質小麦の全粒粉を開発。

〃 　　　〃 ③α化発芽小麦粉とそのお粥
③県産小麦「ユメセイキ」を使用したα化発芽小麦粉
の開発と、α化発芽小麦粉のお粥を開発。

〃
　　　〃
(株)おびなた

北信濃産のそば菓子（饅頭、焼き菓
子）

北信濃産のそばを使用し、付加価値の高い饅頭、焼き
菓子を開発。

〃
　　　〃
丸昌稲垣(株)

米と発芽玄米を使用した甘味食材と甘
味飲料

長野産米と機能性のある発芽玄米を使用し、高濃度で
砂糖の代替甘味料となる甘味食材や、ドリンクタイプ
の甘味飲料を開発。

〃
　　　〃
登喜和冷凍食品(株)

高品質高野豆腐、熟成豆腐チーズ
需要が低迷する凍り豆腐の製造方法を見直し、長野産
大豆を使用した高品質な高野豆腐や、熟成豆腐チーズ
を開発。

〃
　　　〃
八光食品工業（株）

高品質なおからを使用した加工食品
（うの花そば餅）

長野産大豆を使用し、濃い豆乳を使用した高品質な豆
腐製造の副産物として発生するおからを使用した、加
工食品（うの花そば餅）を開発。

〃
　　　〃
（有）宮城商店

山口大根（辛味大根）の漬物（味噌
漬）

長野の伝統野菜「山口大根（辛味大根）」を使用した漬物
（味噌漬け）を開発。山口大根の復活と消費の拡大を図る。

静岡
静岡県食料産業クラスター協議会
（株）荒畑園

低カフェイン粉末茶を使用した加工食
品

静岡産茶葉による濃緑色で低カフェインの粉末茶を使
用し、茶そば、お菓子（クッキー、シフォンケーキ、
どらやき）、飲料水（コラーゲン入り緑茶）等の加工
食品を開発。

北陸 富山
富山県食料産業クラスター協議会
日の出屋製菓産業（株）

手焼きのこだわり米菓（かき餅）
富山産もち玄米や富山県内の特殊産品（粟、ヨモギ
等）を使用した、手焼きのこだわり米菓（かき餅）を
開発。

石川
石川県食料産業クラスター協議会
佃食品（株）

災害非常食・高齢者介護食用のフリー
ズドライタイプ雑炊「佃の能登産海藻
入ぞうすい」

石川産米、加賀野菜、中島菜、地元海草、能登かき等
を使用し、無添加でかつ機能性を有したフリーズドラ
イタイプの雑炊を、災害非常食・高齢者介護食として
開発。

〃
　　　〃
（株）ヤマト醤油味噌

「オーガニック玄米あまざけ　玄」
石川産のオーガニック玄米を使用し、お米の甘みを活
かした無添加でノンアルコールタイプの、子供でも飲
める玄米あまざけを開発。

近畿 滋賀
滋賀県食料産業クラスター協議会
農業法人（有）甲賀もち工房

べーめん（米粉ともち米の米麺）
滋賀県産のうるち米「キヌヒカリ」の米粉ともち米
「滋賀羽二重糯」を使用し、ノンアレルギータイプの
「米麺（べーめん）」を開発。

大阪
（社）大阪府食品産業協会
大阪府清涼飲料工業協同組合

大阪産ぶどうジュース（シャンパン風
ぶどうジュース）

大阪産の「デラウェア」や「マスカットベリーＡ」の
規格外品を有効活用し、シャンパン風の「ぶどう
ジュース」を開発。

兵庫
（社）兵庫県食品産業協会
（有）湖月堂、（有）グリーンいず
し

減農薬酒米「フクノハナ」の精米と米
粉の上用まんじゅう、酒まんじゅう、
甘酒、ケーキ類

豊岡市出石町産の減農薬酒米「フクノハナ」の精米と
米粉を活用した上用まんじゅう、酒まんじゅう、甘
酒、ケーキ類を開発。

〃
　　　〃
神鍋つるし柿生産組合

①神鍋高原産の農産物を使用した健康
茶

①神鍋高原産の柿葉、桑葉、クマザサ、どくだみ等を
使用した「健康茶」を開発。

〃 　　　〃
②神鍋地域の農畜産物を使用したまぜ
ご飯の素

②神鍋地域の野菜、地鶏、手作り豆腐等を使用した
「まぜごはんの素」を開発。
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農政局等 都道府県
補助事業者（事業実施主体）

下段は開発のコア企業・団体。
開発商品 概要

中四国 鳥取
養生の郷食料産業クラスター協議会
合同会社　めぐみ

トトリコ豚のトトリコロッケ

鳥取県の研究機関で開発され、オレイン酸が豊富等機
能性が高く、高評価を得ている「トトリコ豚」と、豆
腐の副産物として発生するおからを使用した「トトリ
コロッケ」を開発。

〃
　　　〃
（有）デザインスタジオ石山

トトリコ豚のトトリコ豚饅

鳥取県の研究機関で開発され、オレイン酸が豊富等機
能性が高く、高評価を得ている「トトリコ豚」と、鳥
取産のネギや有機栽培されたコシヒカリの米粉を使用
した「トトリコ豚饅」を開発。

山口
山口県食品開発推進協議会
山口県菓子工業組合

はなっこりー外郎、くりまさる外郎
山口県で開発されたオリジナル野菜「はなっこりー」
とその花や、特産かぼちゃ「くりまさる」を使用し、
山口県の銘菓「外郎」を開発。

九州 福岡
福岡県食料産業クラスター協議会
大成物産（株）

福岡産富有柿使用の糖蜜加工富有柿、
饅頭

生鮮での消費が低迷する柿の加工用途の拡大を図るた
め、福岡産富有柿を使用し高糖度の糖蜜加工富有柿を
開発。さらに、これを原料とした饅頭「ふゆ」を開
発。

〃
　　　〃
向野こうじ屋

福岡産農産物の健康味噌
福岡産大豆、小麦、いりこ粉末、昆布粉末、柿の葉粉
末等をブレンドした機能性の高い健康味噌を開発。

熊本
熊本県食料産業クラスター協議会
熊本製粉（株）

２次加工性に優れた米粉
米粉の普及と用途拡大を図るため、熊本産米を使用
し、パンや菓子等への二次加工性に優れた米粉を開
発。

〃
　　　〃
繊月酒造（株）

球磨焼酎原酒と紫蘇の紫蘇リキュール
球磨地方の米を原料とし、昔ながらの製法で製造され
た球磨焼酎原酒をベースに、熊本産の紫蘇を使用した
リキュールを開発。商品名「恋しそう」で発売。

〃
　　　〃
(有)中原温室

熊本産青紫蘇を使用した青紫蘇黒酢
熊本産の減農薬・減化学肥料青紫蘇を天然仕込みの国
産黒酢に漬け込み、県産河内みかんの蜂蜜をブレンド
した、健康飲料「青紫蘇黒酢」を開発。

宮崎
宮崎県食料産業クラスター協議会
南日本酪農協同（株）

①宮崎産野菜ヨーグルト
①宮崎産甘藷、野菜と牛乳を使用し、抗酸化・抗高血
圧作用等の機能性を備えた「野菜ヨーグルト」を開
発。

〃 　　　〃
②宮崎産アヤムラサキの紅酢と牛乳の
チーズ

②宮崎産アヤムラサキから製造した紅酢と牛乳を使用
し、機能性を備えたチーズを開発。醤油で食べるもの
にした。

〃 　　　〃 ③宮崎マンゴーバター
③宮崎産牛乳を使用したバターに県産マンゴーを練り
込み、新たな機能性食品としてのバターを開発。

④宮崎産甘藷の焼き芋プリン
④宮崎産甘藷、牛乳を使用した焼き芋風味のプリンを
開発。

鹿児島
鹿児島県食料産業クラスター協議会
（有）フェスティバロ社

「すいおう」ペースト使用の洋菓子
栄養や機能性成分が豊富で、茎葉を食用とする鹿児島
産さつまいも新品種「すいおう」を利用し、原料（茎
葉）の色・味を活かした洋菓子を開発。

沖縄 沖縄
沖縄食料産業クラスター協議会
（有）黒麹家

沖縄産ドラゴンフルーツともろみ酢の
加工食品（飲料、菓子等）

カルシウムが豊富なものの、廃棄していた沖縄産ドラ
ゴンフルーツの茎と沖縄もろみ酢を使用し、機能性の
高い加工原料を開発し、さらに、この加工原料を使用
したドリンク、ゼリー、ドレッシングを開発。

〃
　　　〃
（株）沖縄バヤリース

沖縄産赤花（ハイビスカス）の濃縮エ
キス、ハイビスカス花粉末、ハイビス
カスウォーター

ポリフェノール類を豊富に含む沖縄産赤花（ハイビス
カス）のエキスを抽出したハイビスカス濃縮エキス、
ハイビスカス花粉末、ハイビスカスウォーターを開
発。


