
地域 福岡県福岡市 認定日 平成２７年２月２日 通巻番号 ８ -２ ６ - ７ ０

濃厚ジャムなどブラウンスイス種牛乳を活かした調味用乳製品の試作開発・
販路開拓

連携体

代表企業等の連絡先
企 業 等 名 ：

Ｔ Ｅ Ｌ ：
E - m a i l ：

株式会社利助オフィス

092-711-7339
t.yamada@risuke.co.jp 

所 在 地 ：

Ｆ Ａ Ｘ ：
ﾎ ｰﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ：

福岡県福岡市中央区天神１－６－１１
毎日福岡会館１０階

092-711-9832
http://www.risuke.co.jp/

高乳タンパク質、高乳脂肪率のブラウンスイス種の生乳を低温殺菌したノンホモ牛乳を使用した牛乳ジャムなどを開発し機能性調味用乳
製品として販売する。

③新たな作目や品種の特徴を活かした需要拡大

調味用乳製品は、まだ一般消費者には認知度が低い。連携体各社の自
社チャネルで消費者ニーズをつかみ本商品の完成度を高める必要があ
る。それと同時にターゲットに合わせたパッケージデザインや販売戦略を
確立し、新たな商品群の創出とブランドの構築を目指す。

農林漁業者 有限会社アイ・アイ・ディ （酪農業）

中小企業者

株式会社利助オフィス （食料・飲料卸売業）

株式会社ジャスマック（食料・飲料卸売業）

連携による効果

売上高：０円（平成26年）→2,113万円（平成31年目標）農林漁業者

ブラウンスイス種乳牛は、全国で飼育頭数が少なく貴重性があり高品質なため、高い収益性が期待される。

中小企業者
㈱利助オフィス：売上高0年（平成26年）→5,631万円（平成31年目標）

連携に当たっての課題や工夫等

オリジナルブランド牛乳開発の勉強会に参加した（有）アイ・アイ・ディと
（株）利助オフィスが、他社との差別化を図るため高乳脂肪、高乳タンパ
ク質のブラウンスイス種乳牛の商品開発を行う。製造に（有）エス・エフ・
マーケット、レシピ開発に（株）ジャスマックを加え連携事業を開始した。

連携の経緯

長年培ったホルスタイン種高品質生乳の生産技術を活かし、ブラウンスイス種低温殺菌ノンホモ牛乳の生産に取り組む。

ブラウンスイス種牛乳を活用した調味用乳製品（牛乳ジャム等）を自社通販サイトや地元・都市圏百貨店等で販売する。

ブラウンスイス種牛乳を活用した調味用乳製品（牛乳ジャム等）を長年培った菓子作りの技術を活かし、生産に取り組む。

連携参加者

有限会社エス・エフ・マーケット （乳製品製造業）

これまでホテル・レストランでさまざまな料理を開発した実績を活かし調味用乳製品のレシピを提供し連携体を支援する。

㈱ジャスマック
ホテル、レストラン

・実演販売
・商品認知

（有）エス・エフ・
マーケット
店舗

・実演販売
・商品認知

㈱利助オフィス
料理教室
・体験
・啓蒙

・通信販売

体験者データ

店舗利用層販売
データ

専用WEB・SNS・通販サイト

紙媒体

ホテル利用層販売
データ

連
携
体

直営店
地元及び首都圏百貨店
専門店、高級スーパー
ホテル・レストラン
海外バイヤー等

【代表者】

市場調査・販路開拓

（株）利助オフィス

販路の開拓・卸売

（株）ジャスマック

調味用乳製品レシピ開発
【連携参加者】

自社製造・販売

（有）エス・エフ・マーケット

商品製造・販売

【共同申請者】

製造・販路

（有）アイ・アイ・ディ

原材料製造販売

【共同申請者】

㈲エス・エフ・マーケット：売上高：0年（平成26年）→5,059万円（平成31年目標）

ブラウンスイス牛乳の特徴を活かした新たな調味用乳製品の商品群を順次開発製造し差別化出来る商品アイテムを強
化することで、首都圏を中心に新たな調味用乳製品市場の構築が期待出来る。

サポート機関等



地域 福岡県糸島市 認定日 平成２７年２月２日 通巻番号 ８ - ２６ - ７１

福岡・糸島の赤鶏、牡蠣、卵などの新鮮食材を有効活用した冷凍加工惣菜の
開発と販路開拓

㈲北伊醤油

高品質調味料提供

【連携参加者】

連
携
体

スーパー・百貨店
通販ギフトネット販売
地場産直施設等

【代表者】

冷凍加工惣菜製造技術

富士食品㈱

冷凍加工惣菜の開発

栄養成分強化卵生産・供給

㈱板垣ファーム

原料卵、赤鶏の生産供給

【共同申請者】

連携体

地域課題であった糸島産食材の有効活用とブランド化を推進するため、板垣
ファームは新商品基材として新鮮な抗酸化栄養成分強化卵と赤鶏肉の生産供
給を、ひろちゃんカキは新鮮な牡蠣蒸気加熱剥身(冷凍)の生産供給を、また富
士食品㈱は液卵加工製造・冷凍技術と、商品風味保持、加熱処理簡便化など
のノウハウを生かしながら、糸島産食材を使った簡単に調理できる冷凍加工惣
菜の商品開発を行い、地域内外の個人消費者に販売することで、事業化の推
進と糸島における地域活性に貢献していく。

連携による効果

代表企業等の連絡先

農林漁業者 売上高：0円（平成26年） → 1,149万円（平成31年目標）

中小企業者 売上高：0年（平成26年） → 4,390万円（平成31年目標）

企 業 等 名 ：
Ｔ Ｅ Ｌ ：
E - m a i l ：

富士食品株式会社
092-324-5577
a-inoue@fuji-egg.co.jp

所 在 地 ：
Ｆ Ａ Ｘ ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ﾞ ：

福岡県糸島市多久 ８１９－１２
092-324-5566
http://www.fuji-egg.co.jp

連携参加者 糸島漁協、㈲北伊醤油、㈱弥冨農園

農林漁業者 ㈱板垣ファーム（養鶏業）、ひろちゃんカキ 鍋島 弘則（貝類養殖業）

中小企業者 富士食品㈱ （その他の畜産食料品製造業）

サポート機関等 福岡県商工会連合会、糸島市商工会、福岡県、糸島市

高栄養卵、赤鶏淘汰鶏肉、蒸牡蠣の高価買上げにより事業収益改善が期待できる。

冷凍加工惣菜の開発、販路開拓により収益事業の拡大と収益向上を図り、全体事業の基盤安定が期待される。

新鮮で栄養成分に富む液卵調味基材に糸島産食材（赤鶏・牡蠣）を具材とした簡便な冷凍加工惣菜を開発し、一般消費者へ販路を拡げる。

連携に当たっての課題や工夫等

糸島市に移転した富士食品㈱は、H25年度糸島市主催の農商工連携交流会へ参加し、本事業の連携体事業者らと知り合う
こととなった。その中で未活用糸島産農水産物の有効利用という課題共有により、地域課題解決に至る連携に向けた機運の
高まりとともに、富士食品㈱の糸島産食材にこだわった新たな冷凍加工惣菜という開発テーマに、㈱板垣ファーム・ひろちゃん
カキが賛同し連携開始に至った。

連携の経緯

①規格外や低未利用品の有効活用

糸島市で新鮮高栄養卵、赤鶏肉、糸島牡蠣の安定供給に取り組み、付加価値生産により事業基盤安定を図る。

高栄養価で美味しく、簡単調理できる冷凍加工惣菜を開発・製造し、新たな販路開拓に取り組む。

新鮮地場農水産物と調味料等の提供により、中小企業者を支援する。

糸島漁協 ㈱弥冨農園

新鮮地場食材提供

養殖生産ノウハウ

ひろちゃんカキ

牡蠣の生産供給

【共同申請者】



地域 鹿児島県霧島市 認定日 平成２７年２月２日 通巻番号 ８ － ２６ － ７２

黒酢に漬けこんだ梅の実を培養土として活用した黒紅茶および黒茶の
生産と販路開拓

連
携
体

百貨店・土産店
県内外のホテル・旅館・飲

食店

【共同申請者】

梅の実の培養土の活用ノウハウ
大手量販店への販売ルート

(株)福山物産

黒紅茶・黒茶の販売

連携体

今村茶園は、福山物産より提供された「黒酢に漬け込んだ梅の実」を培養土とし
て活用することで茶畑の土壌改善を行う。また、その土壌で希少品種「やまとみど
り」を栽培し、茶葉を酸化発酵させ紅茶（以降「黒紅茶」）の生産に取り組む。福山物
産はスイーツ部門を立ち上げて「黒紅茶」単品での販売や「黒酢黒糖パウンドケー
キ」等自社スイーツとのセット販売にて販路拡大を図る。

連携による効果

代表企業等の連絡先

農林漁業者

中小企業者

企 業 等 名 ：
Ｔ Ｅ Ｌ ：
E - m a i l ：

今村茶園 今村広嗣
0995-43-9162
h_imamura@po3.synapse.ne.jp

所 在 地 ：
Ｆ Ａ Ｘ ：

鹿児島県霧島市隼人町嘉例川４８８
0995-43-9260

農林漁業者 今村茶園 今村広嗣 （工芸農作物農業）

中小企業者 (株)福山物産 （茶類小売業）

サポート機関等 地域活性化支援事務局

これまで生産してきた緑茶に加え、より付加価値の高い黒紅茶および黒茶を加工販売することで、高い収益性が期待できる。

従来廃棄していた梅の実の有効活用が可能となり、自社のスイーツ部門の売上アップにつながることが期待できる。

黒酢に漬け込んだ梅の実を培養土として活用した茶葉を生産し、それを「黒紅茶」および「黒茶」に加工し販売する。

連携に当たっての課題や工夫等

福山物産は、黒酢に梅を漬け込んだ梅黒酢等の商品開発と販路開拓」に取り組
む中、副産物として発生する梅の実の有効活用策を検討していたところ、緑茶生産
農家である今村茶園が土壌のアルカリ化対策に苦労していることを知り、殺菌効果
と肥料効果を有する梅の実の機能性を活用して茶畑の培養土に混入してみるよう、
稀釈度や散布方法について助言したことから連携事業が始まった。

連携の経緯

黒酢に漬けこんだ梅の実を培養土として提供し、新規に立ち上げた「スイーツ部門」で、黒紅茶・黒茶を販売する。

【代表者】

茶葉栽培・加工技術

今村 広嗣

黒紅茶・黒茶の生産

希少性の高い品種「やまとみどり」の茶葉を生産し、酸化発酵させた黒紅茶と麹菌により後発酵させた黒茶を生産する。

連携参加者 (株)源麹研究所

黒茶を生産する際に必要となる麹菌を販売し、発酵ノウハウに関して今村茶園に助言する。

④新規用途開拓による地域農産物の需要拡大、ブランド向上

(株)源麹研究所

麹菌を用いた発酵食品の生産技術
【連携参加者】

売上高：0円（平成25年）→1,500万円（平成31年目標）

売上高：0年（平成25年）→2,500万円（平成31年目標）



○事業概要（新規性、市場性等）
・マンション及び一戸建ての玄関ドアにはテレビドアホンが多く設置されている。電子錠も少しづつ
ではあるが設置物件が増えつつある。それらはそれぞれ別商品として販売されているが、今回
開発したテレビドアホン付き電子錠はこれらの商品を1個の商品として合体させた、まったく新しい
商品である。
・２商品を統合し、カメラとモニター間を無線にすることで配線作業がほとんどいらず、簡単に取り
付けることができる。ドアを開けようとした人の写真を撮影することができる防犯性や、モニターで
確認後に玄関鍵をリモートで解錠できる利便性がある。
・特に子供お年寄りがいる住宅及び配線工事に膨大な費用が発生する既築住宅をターゲットにし
た市場開拓が期待できる。

コア企業：㈱ハタテック
（福岡県福岡市)

・テレビドアホン付き電子錠の特許申請

・開発、設計、製造、品質確認

テクノデザイン㈱

セキュラ㈱

（山口県下関市）

・市場調査、販売戦略・ＰＲ、販売

・顧客の２４時間対応

部品手配・組立

開発・設計・製造

事業名： 防犯性と利便性を高めたテレビドアホン付き電子錠の事業化

①補助金
②低利融資
（日本政策金融公庫）

宣伝・販売・アフターサービス

地域ｚ 福岡県福岡市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１１７

事業分類 製造（電気・情報機器） テーマ分類 防災・防犯

連携体の構成事業推進体制

支援予定メニュー

全国代理店

販売



○事業概要（新規性、市場性等）

・本事業では、「大切な人を、守る」ための装置（製品名：ヒトココ）を製造・販売する。また、「ヒトココ」
を一時的にレンタルするサービスを提供することによって、世の中に貢献する。
・「ヒトココ」は、親機と子機からなり、無線通信によって子機の位置を親機が探し出して表示する装
置であり、徘徊する認知症患者、山岳遭難者を始め、行方不明の子供や災害被害者の探索など、
様々な用途が考えられる。
・「ヒトココ」は、“使いやすさ”をコンセプトに開発。機能を絞って「小型軽量」「低価格」ながら、「飛距
離」「電池長持ち」を実現した。
・当面、認知症患者の徘徊対策、および山岳遭難対策に絞ってＰＲを推進する。軽症者を含めた認
知症有病者は４６２万人、登山人口は約８００万人と言われており、これらがターゲットとなる。本
事業開始５年後に、売上高１４億３，４００万円を目指す。
・Ａ＆Ｉ開発が有するハードウェア設計技術と、デミーズソフトが有するソフトウェア設計技術を活用
することによって、事業化への視野が開けた。

事業名： 迷子や徘徊者、災害被害者等を探し出す装置「ヒトココ」の事業化

地域 福岡県福岡市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１１８

事業分類 製造（電気・情報機器） テーマ分類 防災・防犯

連携体の構成事業推進体制

「ヒトココ」の概要

ビーエム長野株式会社

製造委託先

日建リース工業株式会社

販売支援

コア企業： AUTHENTIC JAPAN㈱
（福岡県福岡市）

・商品企画力

・生産管理力

・マーケティング力

デミーズソフト
（福岡県嘉麻市）

・ソフトウェア設計技術

企画・製造・販売

ソフトウェア開発

A&I 開発
（福岡県太宰府市）

・ ハードウェア設計技術

ハードウェア開発

①補助金
②低利融資
③信用保証
④特許料減免

支援予定メニュー



○事業概要（新規性、市場性等）
・中空部を内在するアルミダイカスト製品は、当社の二層式シェル中子により実用化された。

・更なる用途拡大で、アルミダイカスト後の中子を過熱気体で簡単に除去する新工法を開発した。

・新工法により、アルミダイカストへの中子採用が容易になり、アルミダイカスト採用製品が増える。

・アルミダイカスト装置は国内で約1,000台が稼働しており、同数の中子除去装置の潜在需要がある。
・中子採用の低圧鋳造品がアルミダイカストへ移行すれば更に1,000台以上の潜在需要が生まれる。
・5年後に20台3億円、累計38台5億7千万円の販売を目指す。

事業名：過熱気体によるダイカスト鋳造中子の短時間除去システム「コア・バーン：CORE BURN」の事業化

① 補助金
② 低利融資

地域 福岡県久留米市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１１９

事業分類 製造（窯業・土石） テーマ分類 基盤技術

事業推進体制

支援予定メニュー

コア企業（有）ウインズテック
（福岡県久留米市）

過熱気体式中子除去装置

・技術開発

・性能評価

・設備販売

久留米商工会議所
福岡中小企業団体中央会

リョービ
（実用化評価）

事業支援

企画・開発・販売

連携体の構成

筑邦銀行
政策金融公庫

経営支援

太洋マシナリー
（太洋プラントの親会社）
東芝機械、宇部興産

販売支援

太洋プラント（株）
（大阪府大阪市）

・中子除去装置製作

・制御機器製作
・設備メンテナンス

装置製造

第一高周波工業（株）
（東京都中央区）

・過熱気体発生ユニット製作

・制御機器製作
・機器メンテナンス

モジュール製造

技術支援



○事業概要（新規性、市場性等）

・本事業では、精密機械や食品等の加工で要求される低湿度環境を実現する省エネ型「冷風除湿
システム」の事業化を目指すものである。
・本事業で提供する「冷風除湿システム」は３段階で行う冷却・除湿・加温処理手法に新規性があり、
従前の冷風除湿技術に比べ消費電力やランニングコストを大幅に抑える事が出来る。
・本事業のターゲット市場は、精密機械加工・組立や食品加工工場等の低湿度環境が必要とされる
業界である。市場規模としては、７５０億円があり、本事業開始５年後までに、類型売上高１２億円
（シェア２％）を目指す。
・具体的な販路開拓及び販促活動は、連携体である㈱ＨＲや専門商社等のチャネルを駆使し、上記
目標を達成する。
・本事業は、連携体の冷却除湿装置設計製造、空調設備施工、販路開拓・マーケテイングノウハウ
を組み合わせることで実現した。

コア企業：エアペックスエンジ
ニアリング㈱
（福岡県筑後市）
・商品企画・開発ノウハウ

・システム設計ノウハウ

・制御装置設計・製造ノウハウ

専門商社

福岡県工業技術
センター

連携企業：福岡県中小企業団体
中央会
（福岡県福岡市）
・経営支援
・事業化ノウハウの提供

販売支援

技術支援

事業名：省エネ型「冷風除湿システム」の事業化

①補助金
②低利融資

地域 福岡県筑後市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１２０

事業分類 製造（一般機械） テーマ分類 省エネルギー

連携体の構成
事業推進体制

支援予定メニュー

久留米商工会議所

施策活用支援

企画・開発・製造・販売

経営支援

連携企業：津福工業㈱
（福岡県久留米市）
・空調設備の設計・組立・施工ノウハ
ウ
・運用ノウハウ
・保守メンテナンス

組立・施工・運用

連携企業：㈱ＨＲ

（大阪府大阪市）
・製品評価
・マーケティングノウハウ
・販路開拓ノウハウ

マーケティング・販路開拓

仕様概要 （右写真のモデル）

外形寸法：Ｗ2,400×Ｄ1,000×H2,150mm
除湿能力：80～300L/h
（対象物、乾燥方法による）

消費電力：13.0ｋｗ



○事業概要（新規性、市場性等）
・イカ釣り漁業収益は魚価低下と燃油高騰で年々悪化し、燃油コストを大幅低減するLEDに期待大。
・メタハラ灯はイカ集魚効果以外の光も投光し燃油が嵩む。点灯・消灯・調光にも即応できない。

・イカ集魚効果のある光に絞った単灯で600W9万ルーメン（150Lm/W）のLED集魚灯を開発した。
・特許技術の高放熱LED実装工法により、大面積でもLEDの熱が篭らず基板へ拡散させ、LED基板
からの熱を循環する冷媒により冷却部へ移し海水で冷却する方式を採用（特許出願中）。

・イカ釣り漁船は全国で約5,000隻（中型船）、長崎では約1,000隻（小型船）が操業しており、5年後
に420隻9億円、累計750隻１６億円の販売を目指す。

事業名： 水冷式の高輝度LED集魚灯の事業化

① 補助金
② 低利融資

地域 長崎県佐世保市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１２１

事業分類 製造（電気・情報機器） テーマ分類 省エネルギー

事業推進体制

支援予定メニュー

コア企業：宮本電機（株）

（長崎県佐世保市）

LED集魚灯の開発・製造・販売

LED集魚灯の艤装・サービス

水冷ユニットの開発

集魚効果の評価

長崎県工業技術センター
五島海区漁業調整委員会

五島CAE解析

企画・開発・販売

連携体の構成

長崎県産業振興財団
（新エネルギー産業等プロジェクト促進事

業）
佐世保商工会議所

経営支援

サクセス、各地の漁業協同組合
（四国計測工業）

販売支援

（株）STEQ

（福岡県北九州市）

高放熱LEDモジュール構造開発

LED発光波長の最適化設計

モジュール製造

技術支援

長崎県産業労働部
グリーンニューディール推進室

長崎県水産部

事業支援

メタルハライド集魚灯 LED集魚灯



○事業概要（新規性、市場性等）
・本事業は、エアコンの冷媒を輻射式冷暖房装置の冷媒として併用することで、通常のエアコンの
性能と輻射式冷暖房装置の性能を併せ持ったハイブリッド型空調システムを製造販売する事業で
ある。 エアコンは、最も普及した空調装置であり、チラーと比較して構造も簡易であるため、量産化
による低コスト化を実現しておりエアコンを熱源とすることで大幅なコストダウンを実現している。
更に、冷凍サイクルのエンタルピがそのまま対流熱として利用される構造であるため、快適な温度
までの到達時間が短く、利用者のニーズに合致している。

・市場ターゲットは、幼稚園、学校、病院、各種老人介護施設、店舗、戸建て住宅、分譲マンション、
賃貸マンションなどをターゲットとしている。

コア企業：㈱エコファクトリー
（熊本県熊本市）

・輻射冷暖房開発技術

・産業財産権

・認定設備代理店販売ﾈｯﾄﾜｰｸ

㈱コロナ

(有)丸井工業
（熊本県熊本市）

・アルミ加工設備

・アルミ加工技術・知識

㈱イワサキ
（大阪府大阪市）

・特殊板金加工設備

・特殊板金加工技術

販売（ＯＥＭ）

組立・生産・品管

開発・設計・販売

事業名： ハイブリッド型輻射式冷暖房システムエコウィンハイブリッド（ecowinHYBRID）の事業化

①低利融資
②特許料減免
③補助金

発熱体ｴﾚﾒﾝﾄ製造

地域 熊本県熊本市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１２２

事業分類 製造（一般機械） テーマ分類 省エネルギー

連携体の構成事業推進体制

支援予定メニュー

熊本第一信用金庫
日本政策金融公庫

金融支援

写真 グラフ

㈱ﾃﾞﾝｿｰｾｰﾙｽ

ﾃｸﾆｶﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ ・
販売

認定設備代理店
加盟ビルダー

国内販売ﾈｯﾄﾜｰｸ

SCREEN type WALL type



○事業概要（新規性、市場性等）

・環境分析業界向けに分析料金の低価格化、検査件数の増加、単純・長時間労働、人材の確保・育
成といった事業課題を人手に替わる自動化装置の提供により課題解決するもの。

・主に水質検査会社に対して、水道法等に定められた検査手順に準拠した、検体自動分注・細菌自
動培養装置やBOD自動検査装置を提供する。同様な自動化装置を提供する企業は国内に見当ら
ない。

・登録水道水検査機関・会社は２５５機関、環境省登録機関は１７３機関、食品検査機関・会社は８７
機関、他に清涼飲料水、食品加工、医薬品・化粧品業界及び海外でのニーズがある。

コア企業：㈱テラシステム
（熊本県熊本市）

・自動化機械装置の設計・開発・製造

技術

・自動化機械装置の製造設備

西川計測㈱

企業名：㈱太平環境科学センター
（福岡県福岡市）

・検査業務の知識及び技能

・検査業界でのネットワーク

販売支援
開発・製造・販売

事業名： 自動細菌検査装置及び関連装置の開発・事業化

①補助金

②低利融資

③信用保証

開発・販売協力

地域 熊本県熊本市 認定日 平成２７年２月２日 ８－２６－１２３

事業分類 製造（一般機械） テーマ分類 検査・計測

連携体の構成事業推進体制

支援予定メニュー

写真 グラフ

自動培養装置全体図



売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力
切刃、受刃ともにこのような形状、機能を有す海苔専用刃物は他にない。

◆市場性
若い生産者ほど品質向上のための海苔加工機械用裁断刃物に関心を持つようになって
いる。また、海苔の需要は世界的なすしブームにより増加している。
◆販路
全国生産量の48.9％を占める大生産地である有明海沿岸地域の生産者への直接販売を
行う。また他地域へは機械卸を通じて販売する。

事業名 ： 大川木工技術を活用した海苔の品質向上を図る海苔加工機械用裁断
刃物の開発と販路開拓

事業概要
当社は大川木工産地で家具生産に欠かすことが
できない木工用機械刃物の生産および研磨を営ん
でおり、今回当社が蓄積してきた木工用機械刃物
の技術およびノウハウを活かし、海苔がきれいに
切れ、細胞の破壊が少なく、海苔の品質が良くな
る新たな海苔加工用切断刃物を開発した。
本事業では更なる製品の改良と用途の開発お
よび販路の開拓を行う。

新たな活用の視点
大川木工製品の生産に係る切削・研磨技術の海
苔加工機械用刃物への活用である。具体的には、
「硬さの異なる細胞構造体である木材」の切削ノウ
ハウを「硬さの変化する海苔という生き物」へ応用
するものであり、技術的には「掬い角」「刃物角」「逃
げ角」および「ねじれ角」を応用するものである。

３類型 鉱工業品 番号 ８－２６－０１３

地域資源名 大川木工製品 認定日 平成２７年２月２日

地 域
福岡県久留米市、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、みやま市、大木町、広川町 所管省庁 経済産業省

地域資源における関係事業者との連携

有明海沿岸の海苔生産者の収入アップ、消費者への品質の良い海苔の提供、さらには河
川の汚染防止に貢献する。製品開発・販路開拓にあたっては、中小機構の支援を受けながら
大川信用金庫、大川商工会議所、福岡県中小企業団体中央会とも連携し進める。

所在地 ： 福岡県大川市大字三丸1115-1会社名 ： 大川精工株式会社

連絡先 ： ＴＥＬ： 0944-87-5510
ＦＡＸ： 0944-86-5837



売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力
・「さがびより」などの食用米は、酒造好適米に較べ、栽培が容易
なうえ収穫も早く、醸造時期を早めることができる。
・他社にない花酵母活用技術を有しており、製品に多様性がある。
・食用米の活用によって、コスト引下げのメリットが期待できる。
◆市場性
・近年の純米・吟醸酒ブーム再来により、純米酒など特定名称酒
の需要減少に歯止めがかかり、輸出を含めむしろ増加傾向。
・海外でも米国で純米・吟醸酒の需要が伸びており、若者や女性
層が好む清酒は、甘口の飲み易い清酒にシフトしている模様。

◆販路
・国内では、主に首都圏の地酒販売特約店。
・海外では、米国の日本食レストランや日系スーパーマーケットを
足がかりに、アジア圏と並行してＥＵ圏にも進出を予定。

事業名 ： 佐賀県産食用米と花酵母の最適な組み合わせによる純米大吟醸酒
等の開発と新たな販路開拓

事業概要（新たな活用の視点）

特別純米酒など精米率の高い特定名称酒の原料は、「酒造好適米」を主に用いているが、
本事業では原料全量を佐賀県産食用米を用い、また清酒酵母として他社にないリンゴやバナ
ナの香りや味が感じられる「花酵母」を用い、当社が培ったその特性を引出す醸造技術により、
従来品に引けを取らない純米大吟醸酒などを開発・製造する。この佐賀県産食用米と花酵母
活用技術を活かした開発製品を、海外では主に米国内日本食レストラン等へ、国内では首都
圏の地酒専門店等に対し、カップ酒形態の販売などで販路開拓を図る。

３類型 番号 ８－２６－０１４

地域資源名 米・清酒 認定日 平成２７年２月２日

地 域 佐賀県全域 所管省庁 財務省･農林水産省･経済産業省

地域資源における関係事業者との連携

開発は基本的に自社内で行い、原料米供給は佐賀県酒造協同組合及び米商に依頼、テス
トマーケティング等は、みやき町商工会、佐賀県商工会連合会と連携して実施する。
また海外販路展開は、東京共同貿易株式会社を通じアメリカのNY MUTUAL TRADING社
から販売を開始していく予定。

所在地 ： 佐賀県三養基郡みやき町大字
東尾 2894

Ｈ Ｐ ： http://www.amabuki.co.jp

会社名 ： 天吹酒造合資会社

連絡先 ： ＴＥＬ： 0942-89-2001
ＦＡＸ： 0942-89-3450

農林水産物・鉱工業品

自社で培った花酵母活用技術

米国日本食レストラン
での店内陳列の様子



売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力
現在、当社が運行する、観光丸での“長崎港巡り”は一般的な物見遊
山的な観光である。これに対して、本商品は、「明治日本の産業革命
遺産」等のテーマ性を持ち専門ガイドの案内や事前学習等を盛り込ん
だ、高付加価値の顧客満足度の高い、今までにない長崎の新しい観
光メニューである。産業観光やヘリテージツーリズムに関心のある観
光客や修学旅行等のニーズに対応した着地型産業観光商品である。
◆市場性
ＪＴＢの調査では、約６割の人が「日本の世界遺産観光を目的とした旅行をした」や「今後予定している」が４
割以上。平成２６年６月に世界遺産登録された「富岡製糸場」の観光客数は、年間３倍になると推計。また、
軍艦島上陸クルーズは、世界遺産登録申請決定後、参加者が急増中。さらに、全国自治体の９割が産業観
光に取り組んでいる。この様に、一般観光市場においては、今後更なるヘリテージーツーリズムを含む産業
観光への関心の高まりに伴い需要拡大が見込まれる。現在長崎の修学旅行においては、２０万人以上の中
高校生が班別研修を実施しており、今後拡大基調の見通しであり、修学旅行市場においても、本商品に対す
る需要の増加が見込まれる。
◆販路
一般観光客への販売では、当社ホームページでのダイレクト販売、長崎国際観光コンベンション協会の旅行
商品サイトや季刊誌「長崎さるく」での販売、市内ホテル旅館と連携した販売、旅行会社での商品化、軍艦島
上陸クルーズ参加者に対する販売等に取り組む。また修学旅行市場においては、旅行会社の修学旅行販売
部門との連携による販売のほか、長崎県観光連盟や長崎国際観光コンベンション協会等と連携した「長崎修
学旅行説明会」等で旅行会社や教職員へのPRを行う。さらに、外国人観光客への販売にも取り組む。

事業名 ： “明治日本の産業革命遺産群”と“長崎台場跡”を活用した、観光丸
によるヘリテージツーリズム商品の開発と販路開拓

事業概要（新たな活用の視点）
「明治日本の産業革命遺産群」に含まれる長崎関連の施設等を活用し、幕末期オランダ国王より江戸幕府

に献上された“観光丸”の復元船を使った、テーマ性があり事前学習を盛り込んだ、長崎の新たなヘリテージ
ツーリズム商品（着地型産業観光商品）「専門ガイド付き“明治日本の産業革命遺産群”と“長崎台場”巡りク
ルーズ」の開発と販路開拓を行う。付加価値を高めるため、ストーリーの開発や薀蓄等の発掘及び高度で専
門的な技術を持った優良なガイドの養成等を行う。

３類型 観光資源 番号 ８－２６－０１５

地域資源名
長崎台場跡魚見岳台場跡、長崎台場跡四
郎ヶ島台場跡、小菅修船場跡、グラバー園 認定日 平成２７年２月２日

地 域 長崎県長崎市 所管省庁 国土交通省・経済産業省

地域資源における関係事業者との連携
長崎国際観光コンベンション協会や地元タクシー会社との連携によるプラン開発。ストーリー開発及び薀蓄等
の発掘は、長崎史談会、ＮＰＯ法人長崎歴史文化振興協議会、長崎歴史文化博物館、佐賀徴古館、長崎大
学や佐賀大学の学識経験者等の指導支援により開発、発掘。また、長崎さるくガイド等と連携して専門ガイド
を養成。販売・PRでは、長崎県観光連盟、長崎国際観光コンベンション協会、長崎市のホテル旅館等と連携
した新商品のＰＲ，販売を推進。また、長崎県中小企業団体中央会、長崎商工会議所等の協力を得てホーム
ページのリンクによる新商品のＰＲを行う。

所在地 ： 長崎県長崎市古町１番地

Ｈ Ｐ ： http://www.gunkan-jima.net

会社名 ： やまさ海運株式会社

連絡先 ： ＴＥＬ：０９５－８２２－５００２
ＦＡＸ：０９５－８２２－５２４３



売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力
S型断面形状こんにゃくは、弊社独自による製造技術であ
り、「S」のくぼみに少量のタレやドレッシングを含ませる。
S型断面形状こんにゃくを高温加熱プレスすることにより
低カロリーを実現し新たな素材として競争力をもつ。

◆市場性

おつまみ加工品として糖質ゼロや低カロリービール購入
者の健康志向をターゲットにスーパーや駅の売店・酒場に
新たな食材としての市場がある。

◆販路

展示商談会へ積極的に参加し新たな食材の販路拡大を
行う。販路拡大先は商社・スーパー百貨店・SA・業務用を
ターゲットとし5年後に海外展開を見据えた展示会に参加す
る。

事業名 ： 新たな製造技術によるS型断面形状こんにゃく及び加工品の開発・
販路開拓

事業概要（新たな活用の視点）

近年健康ブームの影響はあるが、こんにゃくは煮たり焼
いたりすることにより味をつけるが、においと手間がかか
ることで消費低迷を招いている。しかし熊本市の水道水
は、世界的にも稀な地下水だけでまかなっている。その水
を利用し、弊社が開発したS型断面形状こんにゃくの技術
製法を使い、業務用のサラダこんにゃく用として、また高
温加熱プレス加工することによりおつまみとして手軽に食
べるこんにゃくで新たな消費拡大につなげる。

３類型 鉱工業品 番号 ８－２６－０１６

地域資源名 こんにゃく 認定日 平成２７年２月２日

地 域 熊本県熊本市 所管省庁 農林水産省・経済産業省

地域資源における関係事業者との連携
タレやフレーバーを熊本県内醤油メーカーと開発協力を行い、

技術支援として熊本県産業技術センター、経営支援として熊本県中小企業団体中央会や熊
本市商工会議所との連携協力を仰ぐ。

所在地 ： 熊本県熊本市中央区細工町1-11

Ｈ Ｐ ： http://www.konjac.me

会社名 ： 合資会社 鳥丸八十七商店

連絡先 ： ＴＥＬ：096-352-0379
ＦＡＸ：096-352-0329

素材品：サラダこんにゃく

加工品：おつまみこんにゃく



売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

醤油麹を使わない独自の製法で素材の旨味を生かし、かつ鮎魚醤
の製法特許を活用する。これにより他社にはない肉醤・魚醤・草醤が
できるため、従来の調味料と比較して、天然原料由来の豊富な旨味が
ある、調理場面へ適合しやすい各醤ブレンドの新調味料を提供できる。
◆市場性

外食の日常化、中食市場拡大等により、醤油の消費量が減少する
中、醤油ベースの新調味料類は増えている。簡便で本格的な商品が
求められており、当商品は、かけ醤油としても簡便的な新調味料として
も使え、各種天然原料の旨味が豊富で、現代のニーズに適合している。
◆販路

既存取引先並びにこれまで取り組んでいない量販店等に向けて販
路開拓を行う。方法として、国内外の食品見本市等に出展、普及型新
調味料のＰＲと企業イメージの向上を目指すとともに、知名度のある食
品コンテストに出品し、販売力を高める。

事業名 ：平安時代にあった穀・肉・魚・草醤等を組合せた普及型新調味料の
試作開発・販路開拓

事業概要（新たな活用の視点）

平安時代の文献に肉醤、魚醤、草醤の記述があったが、1700年以降は魚醤以外は製造さ
れなくなった。しかし、肉醤は窒素分が多く、草醤は天然ミネラル分が豊富で独自の旨味があ
る。当社は独自製法で素材の旨味を生かし、現代の味覚、使い勝手に合うようにアレンジし
た肉醤・魚醤・草醤を再現し、これらを用いただし醤油、焼肉のたれ、万能ソース等、普及型
新調味料の試作開発・販路開拓をするものである。

３類型 鉱工業品 番号 ８－２６－０１７

地域資源名 醤油 認定日 平成２７年２月２日

地 域 大分県全域 所管省庁 農林水産省・経済産業省

地域資源における関係事業者との連携

県内醤油技術応用とともに農水産資源の活用を促進する事業である。具体的には、大分県
産業科学技術センター等と共同で技術開発を行い、県内醤油技術の蓄積を図る。また、原料
の鶏、鮎、椎茸等は大分県が国内でも有数の産地であり、地域資源にも指定されているため、
これらの原料を用いることで地域内連携による経済効果が見込まれる。中でも、「冠地どり」
の主生産者（株）学食と当社は、ともに地域産業資源活用事業の認定を受け、その成果とし
て得たノウハウ、技術を生かして新たな連携を行った結果、当事業の実施に繋がった。

所在地 ： 大分県日田市中本町5-4

Ｈ Ｐ ： http://www.soysauce.co.jp

会社名 ： 合名会社 まるはら

連絡先 ： ＴＥＬ：0973-23-4145
ＦＡＸ：0973-23-8859

【当社の外観】

【独自工程例】


