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農政局等 都道府県
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
日本罐詰（株）

道産農産物を使用したスモーク風味食
品

道産スイートコーン、馬鈴薯、豆類をスモーク処理
し、サラダのトッピング、料理の付け合せ等に汎用で
きるスモーク風味食品を開発。

〃
　　　〃
（有）ダオ

道産米粉等を使用したシフォンケー
キ、米粉の豆乳おからクッキー

道産米１００％の米粉を主原料として、道産白樺樹
液、大麦若葉、アロニア、バター、砂糖等を使用した
シフォンケーキ、米粉と道産豆乳、おからを使用した
クッキーを開発。

〃
　　　〃
（有）植物育種研究所

高機能たまねぎ「さらさらレッド」を
使用した醸造酢、タマネギ酒

栗山町で栽培される高機能タマネギ「さらさらレッ
ド」は、生活習慣病予防に効果があるとされるケルセ
チンを多く含む。この「さらさらレッド」を使用し、
機能性を活かした醸造酢及びタマネギ酒を開発。

〃
　　　〃
福山醸造（株）

道産大豆、小麦麹を使用した丸大豆醤
油

道産大豆、小麦麹を使用し、旨み成分を増強したまろ
やかな風味と香りの丸大豆醤油を開発。

〃
　　　〃
メビオーラスタイル（株）

十勝産の機能性大豆「ゆきぴりか」を
使用した健康食品

十勝産の機能性大豆「ゆきぴりか」（大豆イソフラボ
ンを通常の２倍程度を含む。）を使用した健康食品、
サプリメントを開発。

〃
　　　〃
（株）日生バイオ

道産アスパラガスの未利用資源を有効
活用したパウダー、サプリメント

道産アスパラガスの未利用資源（擬葉等）を有効活用
し、擬葉に含まれるルチン（高血圧予防・中性脂肪の
低減に効果があるとさる）を活かしてパウダー化し、
サプリメントを開発。

〃
　　　〃
北ノ選笹庵（株）

道産無農薬の蕎麦、国産黒酢を使用し
た無添加蕎麦

道産無農薬の蕎麦と、保存料の代わりに国産黒酢を使
用した無添加の蕎麦を開発。

〃
　　　〃
（株）ビビット

道産エゾ鹿肉を使用した加工食品
道産エゾ鹿肉を使用し、食肉としての安全性を確保し
つつ、鹿肉の美味しさを活かした加工食品（炭火焼、
味噌漬け）を開発。

東北 岩手
いわて食料産業クラスター協議会
（有）かぎや菓子舗

県産米、雑穀等を使用したクッキー
県産米、雑穀、小麦等を使用し、三角形の形状とした
クッキーを開発。栄養価の高い雑穀や大豆を使用する
ことで、健康面にも配慮した菓子。

〃
いわて食料産業クラスター協議会
(財)盛岡地域地場産業振興センター

盛岡産アロニアを混合した麺類
盛岡産の小果実アロニアを活用した「ひっつみ」（岩
手県の郷土食）等の麺類を開発。

宮城
宮城県食料産業クラスター全体協議
会
蜂屋食品（株）

宮城県産米粉を使用した新タイプの餃
子

県産ホタテ・アミエビを使用した海鮮餡を県産「ひと
めぼれ」の米粉と「ゆきりから」小麦粉を使用しモチ
モチとした食感の皮で包んだ新タイプの餃子を開発。
海鮮餡の他に県産カテキン豚使用の肉餡も合わせて開
発した。

〃
　　　〃
（株）北上食品工業

登米市産小麦を使用したあぶら麩 登米市産シラネ小麦粉を使用したあぶら麩を開発。

山形
やまがた食産業クラスター協議会
（社）東根市観光物産協会

氷温保存さくらんぼを使用したお菓子
氷温保存技術を活用し、県特産「さくらんぼ」の生食
での流通時期以外でも、生の持つ食感、色、香りを保
持できる新たなお菓子を開発。

〃
　　　〃
（有）尾花沢食品

県産野菜を使用したおみ漬けごはんの
素

県産青菜、大根、人参等を使用した伝統的漬物「おみ
漬け」を乾燥させ、コンビニ・スーパー等の弁当やお
にぎりの具材として利用できる「おみづけごはんの
素」を開発。
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〃
　　　〃
山形さらど事業協同組合

県産農水産物を使用した西洋料理用
ソース

県産りんご、たまねぎ、行者にんにく、庄内浜水揚エ
ビや、りんご酢、醤油、純米酒、ワイン等を使用し、
業務用・家庭用の西洋料理用ソース（ビスクソース、
ベルシーソース、アップルソース）を開発する。

〃
　　　〃
（有）佐藤製餡所

金山町産「漆野いんげん」を使用した
和菓子

金山町漆野地区で栽培される「漆野いんげん」を使用
し、特有の色や莢ごと食べられる等の特性を活かした
高級和菓子（ぬれ甘納豆、羊かん）を開発。

〃
　　　〃
（株）三奥屋

県産うこぎ等を使用した漬物茶漬け
県産うこぎ、青菜、遠山かぶ、梓山大根等を漬物に
し、うこぎの機能性を活かしつつ、食べやすくした漬
物茶漬を開発。

〃
　　　〃
山形県農村工業農業協同組合連合会

庄内柿と県産果汁を使用した柿酢飲料
庄内柿の柿酢に、県産ブルーベリー、山ぶどうの果汁
等を使用し、「健康」をイメージした柿酢飲料を開
発。

〃
　　　〃
（株）米沢食肉公社

米沢牛入り、米澤豚一番育ち入り里芋
だんご

山形県産の里芋をペースト状にし、米沢牛、米澤豚一
番育ちを包み込んだ団子（冷凍食品）を開発。

関東 栃木
栃木県食料産業クラスター協議会
（株）ジャパンエコロジーシンキン
グ

規格外トマトを有効利用したトマトカ
レーソース

県産規格外トマトを有効利用し、トマト果汁にカレー
等のスパイスを加え、トマトの機能性、甘味・酸味を
活かした「うつのみやトマトカレーソース」を開発。

〃
　　　〃
（株）アキモ

県産きゅうり等を使用した減塩漬物
県産きゅうりと鬼怒川の伏流水を活用し、塩分を控え
めにした減塩漬物（古漬け）「栃木の味きゅうり」を
開発。

東京
東京都食料産業クラスター協議会
ＮＰＯ法人食農研センター

大豆テンペと牛乳を使用した「テンペ
あんどミルク」

大豆の発酵食品「テンペ」、牛乳等を使用し、栄養成
分が豊富な「テンペあんどミルク」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）

木島平産ヤーコンを使用した加工食品
木島平村産のヤーコンを使用し、高付加価値な一次加
工食品素材（ペースト・搾汁液、調味液漬け）を開
発。

〃
　　　〃
登喜和冷凍食品（株）

県産大豆を使用した高野豆腐の冷凍加
工品、オリジナル豆乳ソース

県産大豆を使用し、生の高野豆腐の冷凍加工品や、オ
リジナル豆乳ソース（ドレッシング等）を開発し、主
に女性をターゲットとしたこだわりの健康食品とし
た。

〃
　　　〃
長野県豆腐商工業協同組合

県産大豆を使用した最高級信州豆腐
県産大豆（ナカセンナリ等）を使用し、なめらかな食
感、適度な歯ごたえ、形状にもこだわった最高級信州
豆腐を開発し、組合の統一ブランド食品とした。

北陸 富山
富山県食料産業クラスター協議会
（株）上久

サゴシを有効利用した練り製品
富山湾で漁獲量が増え、冷凍保存されている「サゴ
シ」（小さいサワラ）を有効利用し、地場産の新たな
練り製品素材「冷凍サゴシスリミ」を開発。

石川
石川県食料産業クラスター協議会
（有）スローライフ

県産農産物を使用した即席ポタージュ
スープ

県産中島菜、能登産のかぼちゃ、サツマイモ等を使用
したスープを粉末化し、加賀麩とともに最中に包みこ
み、器に熱湯を注いで「家庭で手軽に味わえる即席ポ
タージュスープ」を開発。

東海 三重
三重県食品産業振興会
伊勢蔵（株）

県産あおさを使用したドレッシング
生産量全国一位の県産あおさをたっぷり使用し、風
味・食味・機能性を活かした、粘度が高い濃厚なド
レッシングを開発。

〃
　　　〃
（有）八王子屋

県産マコモの漬物
三重県ゆかりのマコモを使用した漬物(キムチ漬けや
ピクルス漬け、赤しそ漬け等）を開発。



農政局等 都道府県
事業実施主体

下段は開発のコア企業・団体
開発商品 概要

近畿 大阪
（社）大阪府食品産業協会
（株）かつら屋、（株）高砂堂

大阪産さといも「石川早生」を使用し
た和菓子（まんじゅう、羊羹）

聖徳太子ゆかりの大阪産さといも「石川早生」を粉末
化し、さといもの風味と美味しさを活かした、まん
じゅう「太子の里」と羊羹「太子の道」を開発。

兵庫

（社）兵庫県食品産業協会
ヤヱガキフード＆システム（株）、
（株）神戸精養軒本店、
 (有)松井食品

紫黒米発酵パウダー、パウダー使用の
サプリメント、ドレッシング、シフォ
ンケーキ

紫黒米健康酢の製造過程で発生する副産物を活用し、
機能性成分（ポリフェノール(抗酸化物質)）を保持さ
せた紫黒米発酵パウダーと、パウダーを使用したサプ
リメント、ドレッシング、シフォンケーキを開発。

〃
　　　〃
兵庫県漁業協同組合連合会

①県産海苔を使用した創作佃煮等
①県産養殖海苔を使用し、地元産魚介類（明石たこ、
イカナゴ）を加えた創作のり佃煮のほか、初摘み海苔
だけを使用した佃煮等を開発。

〃 　　　〃
②県産の規格外ハモを有効利用した惣
菜

②県産の規格外の大ハモを有効利用した惣菜（ハモす
き鍋セット、ハモ天ぷら、焼きハモ味噌漬、ハモの甘
酢かけ）を開発。

中四国 鳥取
養生の郷食料産業クラスター協議会
（有）いけがみ

コラーゲン入りわかめ餅
鳥取大山の伏流水で栽培された有機餅米、県特産の板
わかめの規格外品、鳥取県で開発された海洋性コラー
ゲンを使用した「コラーゲン入りわかめ餅」を開発。

〃
　　　〃
農業生産法人（有）クロノス

ねぎ味噌、らっきょう味噌、にんにく
味噌パック

減化学肥料・減農薬で栽培された鳥取県産白ネギ・
らっきょう・にんにくや、鳥取県産有機大豆使用の味
噌、三朝温泉の温泉水を使用した３種類のこだわり味
噌「ねぎ味噌、らっきょう味噌、にんにく味噌パッ
ク」を開発。

〃
養生の郷食料産業クラスター協議会
（株）林兼太郎商店

二十世紀梨缶チューハイ
鳥取県特産の二十世紀梨を使用し、果汁の比率を10%
に高め、梨のみずみずしさを活かした「二十世紀梨缶
チューハイ」を開発。

〃
　　　〃
（株）リーベックス

らっきょう卵黄

鳥取県特産の砂丘らっきょうと、鳥取県山中で放し飼
いされた鶏の卵黄を使用し、らっきょうの機能性や卵
黄のミネラル分を活かした健康食品(カプセル)を開
発。

岡山
おかやま食料産業クラスター協議会
笹埜造酢（有）

県特産のマスカットワインビネガー、
ピオーネワインビネガー

県特産のぶどうであるマスカットとピオーネを使用
し、ワイン酵母による酢酸発酵を用い、ぶどうの香り
を活かしたマスカットワインビネガー・ピオーネワイ
ンビネガーを開発。

〃
　　　〃
（有）河野酢味噌製造工場

真庭市産新高梨の果実酢ドレッシング
真庭市特産の新高梨を用い、特有の甘み、香りを活か
した果実酢を使用し、新高梨果実酢ドレッシングを開
発。

山口
山口県食品開発推進協議会
（株）藤辰商店

水産物の加工残さを活用したオリジナ
ル焼き抜き蒲鉾

近海産のエソ類の加工残滓と新技術の活用により抽出
した天然調味料を用い、添加物を加えず味付けした焼
き抜き蒲鉾を開発。

徳島
徳島県食料産業クラスター協議会
市岡製菓（株）

阿波やまももを使用した観光土産菓子
徳島県特産の阿波やまもものブランド化を図るため、
観光土産向けの菓子として「阿波やまもものもも子ひ
め」「阿波やまもものとろけるショコラ」を開発。

九州 福岡
福岡県食料産業クラスター協議会
(株)篠崎

福岡県筑後地区産の米、麹等を使用し
た健康甘酒

福岡県築上郡上毛町及び久留米市産の甘酒原料の米・
麹に種々の薬膳食材を加えた７種の健康甘酒を試作
し、嗜好性調査の結果、久留米市産の米・麹に黒米、
柿葉、唐辛子、くちなしを加えた４種類の健康甘酒を
開発。

熊本
熊本県食料産業クラスター協議会
熊本製粉（株）

①多収獲米を使用した米粉
①近年育成された多収穫米の中から、食品によって異
なる最適品種を選定し、二次加工性に適した優れた米
粉を開発。

〃 　　　〃 ②多収穫米の米粉を使用したうどん麺
②①の米粉を使用し、ロール製麺機で製造可能な米粉
うどん麺を開発。
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〃 　　　〃
③多収穫米の米粉と県産農産物を使用
したシリアルバー

③①の米粉と大豆粉のミックス粉に、天草の晩柑ピー
ル、青じそ粉末、シモン粉末を使用し、しっとりとし
た食感に仕上げたシリアルバーを開発。

〃 　　　〃
④多収穫米の米粉と県産トマトを使用
したスープ感覚「飲むリゾット」

④①の米粉と県産トマトを使用し、米やトマトの栄養
素をまるごと飲料にしたスープ感覚の飲料「飲むリ
ゾット」を開発。

〃 　　　〃
⑤多収穫米の米粉と県産牛乳のデザー
ト「飲むアロス・コン・レチェ」

⑤①の米粉と県産牛乳を使用した「飲むアロス・コ
ン・レチェ」を開発。
（「アロス・コン・レチェ」：米を牛乳で煮た、スペ
インや中南米のデザート。）

九州 大分
おおいた食料産業クラスター協議会
（株）クローバー食品

県産野菜を使用した下茹で簡便加工野
菜

県産野菜を使用し、食の安全・安心等を求める消費者
ニーズに対応できるよう、美味しさ・栄養価等が分か
るよう分析・表示を行った、調理が簡便な加工野菜を
開発。

〃
　　　〃
高橋水月堂

県産カボス果皮を使用したペースト、
饅頭

県産カボス果汁の搾汁時に大量発生する果皮を有効活
用し、果皮の特徴（色・香り）を活かしたペーストを
開発し、これを使用した饅頭「豊後３００年の恋」を
開発。

〃
　　　〃
山田酒造場（杵や）

豊後高田市産農産物を使用した奈良漬
け

豊後高田市産の野菜（うり、オクラ、にんじん等）、
地元酒蔵の酒粕を使用した、地域の伝統食品の奈良漬
けを開発。

〃
　　　〃
（株）ざびえる本舗

県産カボス果皮を使用したジャム、和
菓子

県産カボスの果皮の鮮やかな緑色、独特の風味と香り
を活かし、果皮のつぶつぶ感を打ち出した新たなジャ
ムを開発し、これを使用した和菓子「豊のはるか」を
開発。

〃
　　　〃
九州乳業（株）

竹田市産ガンジー牛乳とトマトを使用
したトマトジェラート

竹田市産ガンジー種の生乳とトマトを使用し、地元特
産品としてのトマトジェラートを開発。

〃
　　　〃
（企）村ネットワーク

豊後大野市産野菜の野菜ペースト、老
人用介護食

豊後大野市産の野菜（ごぼう、さといも等）を使用
し、様々な食品用途に対応した野菜ペーストや、ペー
ストを使用した老人用介護食を開発。

〃
　　　〃
日本薬品開発（株）

大麦若葉エキスを使用したヨーグルト
飲料、菓子

国東半島北部産の大麦若葉のエキスを使用したヨーグ
ルト飲料と、エキスを練り込んだ菓子（フィナン
シェ）を開発。

宮崎
宮崎県食料産業クラスター協議会
日向農業協同組合

①日向地域特産のへべすを使用したタ
ブレット

①日向地域特産のへべすを使用し、果皮に含まれる機
能性成分を活かしたへべすタブレットを開発。

〃 　　　〃
②みやざき地頭鶏カレー、五目ご飯の
素、炭火焼へべす

②みやざき地頭鶏（じどっこ）と県産農産物を使用し
たみやざき地頭鶏カレー、みやざき地頭鶏五目飯の
素、みやざき地頭鶏炭火焼へべすを開発。

〃
　　　〃
（株）宮崎農産

①県産沢庵を使用した「きんぴら沢
庵」

①消費低迷する県産大根の沢庵を使用し、輸入原料と
の差別化を図った新しい惣菜「きんぴら沢庵」を開
発。

〃 　　　〃
②県産「新ごぼう」を使用した醤油漬
商品

②県産の「新ごぼう」（肌質が白く柔らかい食感のご
ぼう）を使用し、ごぼうの整腸作用を活かした醤油漬
商品を開発。

〃 　　　〃
③県産新ごぼう、柚子等を使用したお
茶漬け

③②の新ごぼうの漬物に県産柚子、椎茸、胡瓜、紅酢
を加え、お茶漬けや料理用素材として「お茶漬け柚子
ごぼう」を開発。



農政局等 都道府県
事業実施主体

下段は開発のコア企業・団体
開発商品 概要

〃
宮崎県食料産業クラスター協議会
（有）上沖産業

県産大根を使用した乳酸菌たくあん
県産大根を使用し、天然の食材だけで味付けを行い、
生きた乳酸菌を多く含み機能性の高い昔ながらの沢庵
漬け「乳酸菌たくあん」を開発。

〃
　　　〃
尾鈴農業協同組合

①尾鈴産ぶどうを使用したスピリッ
ツ、リキュール

①尾鈴ぶどうを使用しぶどうの風味を活かしたスピ
リッツの開発や、開発したスピリッツと完熟きんか
ん・トマト・メロン等を組み合わせたリキュールを開
発。

〃 　　　〃
②尾鈴産青パパイア等を使用した健康
飲料

②尾鈴産青パパイアを粉末化し、県産野菜ジュースに
添加した健康飲料として青パパイア飲料を開発。

〃
　　　〃
農業生産法人（有）奥松農園

県産高糖度トマト、黒酢を使用したト
マトソース、ぽん酢、ケチャップ

糖度の高い県産トマト「太陽美人」と「完熟姫」、県
産黒酢を使用し、トマトの甘みを活かしつつ機能性を
付加した「トマト黒酢ソース」「トマトぽん酢」「ケ
チャップサルサソース」を開発。

〃
　　　〃
（有）白水舎乳業

①日向夏アイスクリーム
①県産牛乳に日向夏果汁、日向夏果皮のシロップ煮を
加えた「日向夏アイスクリーム」を開発。

〃 　　　〃 ②焼きいもアイスクリーム
②県産牛乳に焼き芋ペーストを加えた「焼きいもアイ
スクリーム」を開発。

〃 　　　〃 ③日向夏と紫芋の飲むヨーグルト
③県産牛乳に紫芋で色づけし、日向夏果汁を加えた
「日向夏と紫芋の飲むヨーグルト」を開発。

〃 　　　〃 ④県産牛乳のミルクジャム
④県産牛乳に糖分とバターを加え煮込んだ「ミルク
ジャム」を開発。

鹿児島
鹿児島県食料産業クラスター協議会
（株）ジーピーフーズ

県特産さつまいも、焼酎、黒酢等を使
用したみつ付き大学いも

県産さつまいもを使用し、特産の焼酎、黒酢、黒糖、
それぞれの風味の蜜を付けて食べるニュースタイルの
大学芋を開発。

沖縄 沖縄
沖縄食料産業クラスター協議会
（株）紅濱

県産果実酢を使用した菓子、調味料、
飲料

県産果汁（シークヮーサー、タンカン、パイン）のフ
ルーツ酢を使用し、さまざまな用途の広がりをもつ多
様な商品群（お菓子、調味料、酢飲料）を開発。


