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えんたのれんこん推進会議

加工
直売
【事業名】

（徳島県鳴門市）
鳴門特産である蓮根の未利用品を活用した商品の開発、製造及び
販路開拓

株式会社 海苔漁師

加工
直売

（徳島県北島町）

電話088-666-3850

http://www.noriryoshi.com/

【事業名】 生海苔を使った高付加価値商品の加工と販売事業
【取組概要】
○

【取組概要】
○ 自ら生産するれんこんを活用して
レンコンパウダーの開発・製造を行う
とともに、インターネットを使った受注
販売方式を取り入れることによって
全国を対象とした販売を行うことによ
り、農業経営の改善を図る。

自らが生産する海苔を活用して冷
凍生海苔の業務用バルク(大口)品
及び一般消費者向けの海苔加工品
の開発・製造を行うとともに、主とし
て関東圏の業務用需要への販売を
行う。

【促進事業者】
(株)スペック

【主な商品】

蓮根、レンコンパウダー 等

【実施期間】

2011/6/1～2016/3/31

加工
直売
輸出

株式会社 黄金の村

【主な商品】 板海苔、冷凍生海苔 等
【実施期間】

電話0884-64-8883

（徳島県那賀町）

【事業名】 地域の特産品であるユズ及び山林副産物を利用した商品の加工・
販売事業

【取組概要】
○ 2004年『木頭ユズ』に出会い、林業の傍ら農家『木頭い
のす』を設立し、農林業家としてスタート。
○ 自ら生産する「木頭ユズ」を活用し、フローラルミスト等のコス
メティック製品、ポン酢商品等の商品開発、製造を開始すると
ともに、インターネットを通じた口コミ層による商品の販売強化
を狙う。

【促進事業者】
稲畑香料(株)、(株)メディア ドゥ、（株）コスメティックジャパン

【主な商品】 ユズジャム、マーマレード、ポン酢 等
【実施期間】 2011/8/1～2016/7/31

加工
直売

2011/6/1～2014/6/1

佐藤 真佐司（円生でこぽん園）電話0883-22-2080
（徳島県藍住町）
http://www.umadeko.com/

【事業名】 不知火（でこぽん）の皮を原材料とした化粧品等の開発、販売事業
【取組概要】
○

不知火（柑橘）の皮を活用した化粧
品（ジェル、シミトリ）と洗顔石鹸を化
粧品会社と開発し、販売する。

○

３０～５０代をターゲットに産直
市・ホームページ等を活用した販
売と、大手ドラックストア等への卸
販売を行う。

【主な商品】 化粧品(ジェル、シミトリ) 等
【実施期間】

2012/1/1～2016/12/31
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西地食品有限会社

加工
直売

（徳島県阿南市）

電話0884-36-2284

http://nishiji-foods.com

【事業名】 生姜を使った新商品と白うりの加工品の製造・販売による高付加価
値化の実現

○

白うりを活用し、漬物用に１次加
工し（塩漬け）、２次加工業者へ販
売する。

（徳島県小松島市）

【事業名】 ブルーベリーの付加価値を高めた地域循環型新商品の開発・販売
事業

【取組概要】
○ 生姜を活用したしょうがシロップ・
しょうが味噌の開発。マルシェ・催
事販売・産直市等への直接販売と
専門店・百貨店等への卸販売、自
社ホームページでの販売を行う。

増田 一城（ファースト園芸）

加工
直売

【取組概要】
○ ブルーベリーを活用したブルーベ
リージュース（びん詰め）の開発を行
い、新たな販売方式（びんを回収
等）で近郊の消費者へ販売する。さ
らに通販も行い、まとめ買いやリ
ピート、ギフト購買を即すようなしく
みを構築していく。

【主な商品】

【主な商品】

ブルーベリージュース 等

しょうがシロップ、しょうが味噌、白うり漬物 等
【実施期間】 2012/1/1～2016/12/31

【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31

後藤田 博之（あぐり工房美郷）

加工
直売

（徳島県吉野川市）

電話0883-43-2644

【事業名】 すだちやゆずを活用した、個別パッケージの氷菓子類の開発・
製造・販売

【取組概要】
○ すだち・ゆずを活用した氷
菓子類（個別パッケージ）を
開発・製造し、地元産や本
物素材のスイーツを求める
層をターゲットに卸販売、直
販、インターネット等で販売
する。

【主な商品】

氷菓子 等

【実施期間】

2012/2/1～2016/12/31
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安崎 浩二（あんちゃんふぁーむ）

加工
直売
【事業名】

（徳島県藍住町）

電話088-692-2849

おむすび大根、春人参等を原材料としたジャム等の開発、生産、
販売事業

【取組概要】

ジャム、ドレッシング、ジュース 等

【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31

有限会社 丸浅苑

加工
直売

○ 椎茸の未使用品、安く販売している小規格の
ものを活用し、「液体調味料・加工食品・レトル
ト食品」の新商品開発、生産、販売を行う。
「液状調味料」は50歳代以上を、「加工食品」
は世代を問わず各年代を、「レトルト食品」は20
○
歳代から40歳代をそれぞれ対象にし、商社や百
貨店、スーパーマーケット等に販売する。

【主な商品】

椎茸レトルト食品 等

【実施期間】

2012/3/1～2017/2/28

販売事業

【主な商品】
いちごジャム、いちごドレッシング 等

【実施期間】
電話088-677-8105

【事業名】 とくしま安 認証を受けた菌床椎茸を利用した加工食品の開発によ
2
【取組概要】

【事業名】 ビタミンＣの含有量が多い「さちのか」いちごを原材料とした商品開発、

○ 鰻養殖から転業、いちごのハウス栽培に、
安全・安心の農業生産を心がけ、とくしま安
2農産物認証を取得。
○ SS規格品（小粒で単価が低い）を活用した
ジャム、ドレッシング、業務用ピューレ等の新
商品開発を行う。販売先として産直市、ＨＰ等
の直販、量販店の卸販売を中心に計画。

（徳島県徳島市） http://www.maruasaen.com/

る高付加価値化の実現

(徳島県松茂町)

電話088-699-2419
http://www.geocities.jp/oochanichigo/

【取組概要】

○ 地域の特産物である春ニンジンを中心に、お
むすび大根、紅芯大根等の野菜及び水稲の
生産を行っている。
○ 春ニンジン、おむすび大根、紅芯大根、トマト、
レンコンの 規格外品を活用し、ジャム、ドレッシン
グの新商品開発を行う。
○ 主婦や健康志向の女性をターゲットに、産直市
等の直販や地元スーパーを中心に販売する。

【主な商品】

大住 末喜（大住いちご）

加工
直売

加工
直売
【事業名】

2012/3/1～2016/12/31

原田 隆男（原田トマト）
（徳島県阿波市）

電話088-695-3189

http://haradatomato.com/

自ら生産したフルーツトマトを活用した焼き菓子の開発・製造・販売

【取組概要】
○ 家族経営（ハウス25ａ）でトマトを生
産、直販顧客を中心に販売。また
「無添加トマトソース」を製造、販売。
○ 新たに、フルーツトマトを活用した焼
き菓子を開発し、「健康」「本物志向」
の強い顧客層をターゲットに通販を含
む直販と百貨店販売等の卸販売を行
う。

【主な商品】

焼き菓子 等

【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31
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一森 美智代（一森農園）

加工
直売

電話0886-99-5778

（徳島県松茂町）

【事業名】 繊細な味の豊水梨としゃり味のある幸水梨を原材料としたジャム等
の商品開発、販売事業

【事業名】

【事業名】 自社間伐材を活用した構造材用化粧合板等の開発・販売事業

【主な商品】 構造材用化粧合板、木材利用製品 等
【実施期間】 2012/11/1～2017/4/30

2012/3/1～2016/12/31

有限会社 酒井農園

電話088-685-0372

http://sakai-nouen.com/

エコファーマーが作るとくしま安 2 認証レンコンを使用した加工品の
製造販売

【取組概要】
○ 規格外のレンコンを活用し、”レンコン
パウダー”、”酢レンコン”を開発し、卸
販売・業務店販売・産直販売等を行う。
レンコンパウダーについては、主に飲
食店等に食材として販売する。酢レンコ
ンについては、総菜として量販店の総
菜売り場や、仕出し店等向けに販売す
る。
【主な商品】 レンコンパウダー、酢レンコン 等

【実施期間】 2012/3/1～2016/7/31

http://www.bigwill.co.jp/

○ 植林・下草刈り・枝打ち・間伐・伐採の育
林のサイクル化を実施。事業を通じて水源
林の健全な保全を目指す。

【主な商品】 梨ジャム、ドレッシング 等

（徳島県鳴門市）

（徳島県東みよし町）

電話0883-79-3300

○ 自社の間伐材を活用し、構造材用化粧合
板の開発・販売及び大手文具・家具メーカー
との共同開発による木材利用製品を開発し、
販売に取り組む。

○ 豊水、幸水の規格外品を活用し、ジャ
ム、ドレッシングの新商品開発を行う。
果糖を使った「さっぱりタイプ」ときび糖
を使った「こくうまタイプ」の2種類を開
発する。県内産直市、都心の高質スー
パーやセレクト系専門店等に販売する。

加工
直売

株式会社 ビッグウィル

【取組概要】

【取組概要】

【実施期間】

加工
直売

加工
直売

八重地地区6次産業化研究会
（徳島県上勝町）

電話0885-46-0470

【事業名】 米味噌・ゆず味噌・アメゴの加工品の開発・製造・販売の取組
【取組概要】
○ 地域こだわり商品、安全品質の食品など
の消費者ニーズに呼応し、清流で育てた農
水産物を用いた手作り加工品の開発、販売
を行う。
○ テレビ・ネット等で「美味しさ」と「安心」を
PRし、「おうちでご飯派」を中心に卸販売と
直販で販路開拓を行う。
【主な商品】 米味噌、ゆず味噌、
アメゴの一夜干し・燻製 等

【実施期間】 2013/3/1～2017/3/31
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戎 芳郎（戎 米太郎）電話088－664－0034

加工
直売

（徳島県徳島市）

【事業名】 青葱を原材料としたカット葱の加工、販売及び葱焼きの開発、販売事業

半田あたご柿柿酢の会

加工
直売

（徳島県つるぎ町）

【事業名】 愛宕柿のみを使用した天然酵母と自然発酵による、柿酢の生産に
よる高付加価値の実現

【取組概要】
○ 青葱の規格外品を活用し、近年需要が
拡大しているカット葱、葱焼きと葱焼き材
料セットを開発、販売する。

【取組概要】
○ 未出荷の愛宕柿を活用し、天然酵母と自
然発酵による、柿酢の生産と販売を行う。

○ カット葱は県内、関東近郊地域の飲食

店、スーパー等に販路開拓し、「阿波九
条葱」の地名度アップと関東での青葱の
浸透を図る。

○ 健康・美容志向層を主な販売対象とし、
地元産直市やスーパー及び首都圏の専門
店などの既存ルートを主体に販売していく。

【主な商品】 カット葱、葱焼き、葱焼きセット 等
【実施期間】

【事業名】

2013/3/1～2017/12/31

野田 茂

加工
直売

【主な商品】 柿酢

電話088-695-5188

（徳島県阿波市）
自ら生産する苺を活用した、氷菓子・清涼飲料水・ジャムの開発・
製造・販売

【取組概要】
○ 原料と製造方法にこだわり、自ら生
産する食べやすい甘さのいちごを原
料に商品開発、販売する。
○ 青果直販店舗の顧客を中心に、各
種イベント、商談会等で積極的にPRし、
知名度アップと売上げ拡大を目指す。
【主な商品】 いちごの氷菓子、清涼飲料水、ジャム
【実施期間】

2013/3/1～2017/12/31

2013/3/1～2017/12/31

【実施期間】

株式会社那賀ベジタブル

加工
直売

（徳島県那賀町）

電話0884-62-3233

http://naka-vegetable.com/

【事業名】 自社植物プラントで栽培したバジルを活用した加工品の開発・販売
事業

【取組概要】
○ パスタ消費増と、おいしくヘルシーな
商品需要の要望を踏まえ、鮮度のある
農薬未使用の原料を用いて、パスタ
ソースを開発、販売する。
○ こだわりの品質、健康志向を求める購
買層を中心に、県内、京阪神地域での
卸売販売とネット宣伝により販路を拡大
していく。
【主な商品】 バジルオイルソース、バジルビネガー

【実施期間】

2013/3/1～2017/7/31
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合同会社ＰｌａｎB

加工
直売
【事業名】

電話0883－42－5268
（さくらｃａｆｅ）

（徳島県吉野川市）

有機質肥料を使用し育てた葉物野菜を活用した加工品の開発・
販売事業

【取組概要】
○ 自社産ほうれん草、青梗菜、小松菜を
活用したスムージー、ポタージュ、青菜米
粉パン等の新商品の開発、販売を行う。
○ 自ら営業するコミュニティレストラン「さく
らｃａｆｅ」で新商品を飲食サービスするほ
か、展示場、ミーティングスペースとして
貸出した顧客に対しても販売する。
【主な商品】 スムージー、ポタージュ、青菜米粉パン 等
【実施期間】

加工
直売

2013/6/1～2017/2/28

向

将勝

岩本 雅之

加工
直売

（徳島県阿波市）

【事業名】 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

【取組概要】
○ 自ら栽培するイチゴ「さちのか」を活用し
たジャム、スイーツの新商品の開発、販
売を行う。
○ また、ブルーベリー、いちじく、メロン、

ぶんたん、はっさくを新たに栽培し、これ
らを活用したジャム、スイーツを開発、販
売し、四季折々の新商品として提供する。
【主な商品】 苺ミルクジャム、ロールケーキ、ブルーベリーミルクジャム 等
【実施期間】

電話088－692－3303

（徳島県藍住町）

【事業名】 人参を活用した、氷菓子・焼菓子の開発・製造・販売
【取組概要】
○ 自ら栽培する人参の規格外品を活用し
た氷菓子、焼き菓子の新商品の開発、
販売を行う。

電話0883－35－4913

2014/1/1～2017/12/31

山上 勝弘

加工
直売

電話0884－73－1660

（徳島県海陽町）

【事業名】 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

【取組概要】
○ 自ら栽培する人参の規格外品に付加

価値を付けたオリジナル商品の開発、販
売を行う。
○ 経営の多角化を行うことで農業経営の

○ 徳島マルシェや地元の産直市を中心に

販売展開し、子供をターゲットに子供が
好んで食べられる「人参の加工品」を目
指す。
【主な商品】 人参のジェラート、カップケーキ 等
【実施期間】

2014/1/1～2018/12/31

規模拡大を図り、地域の人参農家との連
携を強化して、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。
【主な商品】 甘っ娘ゴロゴロ、甘っ娘ペースト、
甘っ娘ジュース 等

【実施期間】

2014/1/1～2018/12/31
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加工
直売
【事業名】

山仁産業有限会社

電話0886－82－0719

（徳島県鳴門市）
漁獲した魚介類を活用した鳴門鯛・シログチ等の冷凍加工品の開発・
製造・販売

上野 準二

加工
直売

電話0883－43－2509

（徳島県吉野川市）

【事業名】 とくしま安2ＧＡＰの認定を受けた自家農園果実を使用したグミ・コン
ポートの製造販売

【取組概要】
○ 自社で漁獲した鳴門鯛、シログチを活
用した冷凍加工品の開発、製造、販売を
行う。

【取組概要】
○ 自ら生産するブルーベリー、キウイフ
ルーツ及び柚子を加工したグミと、キウイ
フルーツのコンポートを開発、製造する。

○ 既存ルートを活用した卸販売と新たに

○ 既存販路のほか、首都圏のこだわりの

商品を取り扱う専門店にも販路を拡大す
る。

取り組む直接販売の２つのチャネルで販
売展開を行う。
【主な商品】 天然鯛の煮付けセット、天然鯛の一切れ焼魚 等
【実施期間】

加工
直売

2014/3/1～2018/10/31

大久保 尚勇

【主な商品】ブルーベリー等のグミ、キウイフルーツのコンポート
【実施期間】

電話0885－42－3582

（徳島県勝浦町）

【事業名】 苺を活用したジェラート、ジャムの企画開発・販売

2014/6/1～2018/12/31

鞆浦漁業協同組合

加工
直売

電話0884－73－0011

（徳島県海陽町）

【事業名】 抗酸化特殊冷凍機を活用した「柚子・すだち風味の冷凍干物」の
開発・加工・販売

【取組概要】
○ 自ら生産する苺（とちおとめ）の高品質
苺を活用したジェラート、ジャムソースの
開発、販売を行う。
○ 既存ルートの卸販売に加え、自社ＨＰ

でのネット販売やこだわりの商品を求め
る首都圏のスーパー、レストラン等に販
路開拓する。
【主な商品】 苺のジェラート、苺のかけるジャム 等
【実施期間】

2014/6/1～2018/12/31

【取組概要】
○ 組合員が漁獲した魚を使用した柚子、

すだち風味の冷凍干物を開発、製造する。
○ 販路は直売、産直市、卸販売の他、自

社ＨＰでネット販売する。
【主な商品】 アジ、イワシ、サバの柚子・すだち風味冷凍干物
【実施期間】

2014/6/1～2018/12/31

6-8

中国四国地域６次産業化認定計画事例集
株式会社カネイファーム

ﾚｽﾄﾗﾝ

（徳島県藍住町）

電話080－4032－9161

https://www.aqulier.com/

有限会社 石井養豚センター

加工
直売

（徳島県石井町）

【事業名】

【取組概要】

【取組概要】
○ 自社で生産した豚を活用し、素材本来の味を大
事にした、新たな豚肉加工品の製造・販売に取り
組む。
○ 新商品は、ドイツの製法を踏襲したハム、ソー
セージ、ベーコンや、味付けを最低限に抑えて素
材の味を最大限に引き出した冷凍食品（焼豚、餃
子、焼売等）を開発・製造し、自社店舗や既存取
引先の他に、京阪神・関東方面のスーパー等へ
販路拡大を図るとともに、新たに雇用を創出する。

○ 自社栽培した珍しい野菜を気軽に味

わうことのできるフレンチ系農家レス
トランの経営を行う。

○ 普段見かけない珍しい野菜を朝採り

し、サラダとして提供する。

【主な商品】 ランチコースのサラダ、
カネイファームサラダ

【主な商品】 ソーセージ、一口カツ、焼豚等

2015/6/1～2018/11/30

【実施期間】

有限会社 美馬交流館

加工
直売

電話0883-63-2005

（徳島県美馬市）http://www.mimakoryukan.our-wa.jp/

【事業名】 地域固有の高糖度・激辛唐辛子を活用した商品の開発・製造・販売
と生産地域の活性化

【取組概要】
○ 徳島県美馬町に古くから伝わる高糖度・
激辛唐辛子を原料に、新たな加工品の開
発・製造・販売を行う。既存商品の「みま
から（激辛薬味）」で利用している青唐辛
子を圃場で完熟させ、収穫後乾燥し赤唐
辛子としたものを原材料に「みまから一味、
みまから唐辛子輪切り」等の製造・販売を
行うことにより、さらなる販路の拡大と地
域における唐辛子の産地化に向けての波
及効果を期待する。
【主な商品】 みまから一味、みまから唐辛子輪切り

【実施期間】

http://www.wiener.co.jp/

自社加工場整備による消費者・需用者ファーストの豚肉高付加
価値商品の開発・製造・販売

【事業名】 農家レストランでの珍しい野菜の認知度向上と高付加価値販売

【実施期間】

電話088-674-1277

2018/4/1～2023/3/31

2017/4/1～2022/3/31

実森ラボラトリー株式会社

加工
直売

（徳島県美馬市）

電話050-8805-3525

http://

【事業名】 独自の生産管理による自家栽培小麦を使った「小麦粉」と「ふすま」
による商品開発

【取組概要】
○ Ｉターン主婦を中心に農業法人を設
立し、自ら栽培した小麦を原料に甘
みと小麦独特の香りの強い「アワノ
カオリ（小麦粉）」及び「アワブラン
（ふすま）」、「パンケーキミックス」の
製造・販売を行う。新規産業の確立
で新たな雇用の創出により、子育て
世代の新たな活躍、スキルの活か
せる場所を提供することで、地域の
活性化に貢献していくことを目指す。
【主な商品】 アワノカオリ、アワブラン、
パンケーキミックス
【実施期間】 2018/4/1～2020/12/31
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＜香川県６次産業化事業計画認定者一覧＞
小豆島町
●株式会社アライオリーブ

高松市
●中田 茂富 （株式会社中田養蜂）

丸亀市
●高橋 光男

さぬき市
●飯田 栄一（飯田農園）・飯田 将博（ひうらの里）
●有限会社 大山牧場

三豊市
●大地と語り合う会
●株式会社アンファーム
●さんわ農夢株式会社
●大平水産株式会社
●株式会社三豊エコファーム

東かがわ市
●農業生産法人株式会社ムムム自然栽培農場

観音寺市
●（株）三豊ファームサービス
（愛媛・水の愛と共同申請）
●庄司尉晶
●有限会社モリヒロ園芸
●株式会社フジムラフーズ

綾川町
●松本 稔
●稲木 健造

三木町
●有限会社広野牧場
●株式会社森のいちご
●農事組合法人東山産業
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有限会社 広野牧場

加工
直売

電話087-899-0555

（香川県三木町）http://www.hirono-farm.com/

【事業名】 自社生乳を用いた商品開発及び販売展開
【取組概要】

(香川県三豊市)

電話0875-67-2658
http://daichinokai.com/network.htm

【事業名】 ボイセンベリーを利用した商品の加工・販売事業
○ 三豊市財田町の女性農業従事者15
人で、各々が生産した果実を持ち寄り、
ジャムに加工することから活動を開始。
○ 自ら生産するボイセンベリーを活用し
てアイスクリーム・ヨーグルト等の開発・
製造を行うとともに、様々な食品の原料
として食品加工業者向け需要を開拓す
る。

○ 「酪農教育ファーム」の認定を受け、研修
生の受入れをしている。

【主な商品】 アイスクリーム、ヨーグルト等

ジェラート、ソフトクリーム

【実施期間】 2011/6/1～2013/12/31

【実施期間】 2011/6/1～2013/12/31

中田茂富 （株式会社中田養蜂）

加工
直売

（香川県高松市）

電話087-881-3457

【事業名】 地域の特産品である枇杷の蜂蜜等を利用した商品の加工、販売方法
の改善

【取組概要】

○ 温暖な気候に加え、果樹栽培が盛んな五色台で、冬は枇杷（びわ）、春は桜・
みかん・ヘアリーベッチ、夏は玉葱等の蜂蜜を採蜜している。
○ 日本で初めて高純度の枇杷
蜜の商品化に成功し、枇杷蜜
を使用して讃岐和三盆糖と組
み合わせたコンフィチュールや
蜂蜜と国産きな粉を組み合わ
せた豆菓子等、蜂蜜を使用した
商品開発・直売を行っている。
【主な商品】 コンフィチュール、
蜂蜜加工品

【実施期間】

大地と語り合う会

【取組概要】

○ 自ら生産する生乳を活用してソフトクリー
ム・ジェラートの開発・製造を行う。
リピーター需要向けのインターネット販売
を行うことにより、農業経営の改善を図る。
○ 牧場での酪農体験以外に季節に応じた
体験メニューを充実させている。

【主な商品】

加工
直売

2011/6/1～2015/7/31

加工
直売

飯田農園・ひうらの里

電話0879-52-3053
（香川県さぬき市）http://ew.sanuki.ne.jp/momoya/

【事業名】 樹上完熟桃を利用した加工品の開発、製造、販売及び販路開拓
【取組概要】
○

所有する3haの農園で桃、スモモ、野
菜を生産。園内の直売所で販売すると
ともに、ジャム等に加工販売している。
○ 新たに桃、すももの樹上完熟果実を
活用したジュースやジャムの開発・製
造を行うとともに、リピーター需要向け
のインターネット販売を行い、農業経営
の改善を図る。
【主な商品】 ももジュース、ジャム 等

【実施期間】

2011/6/1～2015/12/31
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㈱アライオリーブ

加工
直売
【事業名】

（香川県小豆島町）

電話0879-82-0733

http://www.araiolive.co.jp/

地域の特産品であるオリーブを利用した商品の加工、販売事業

【取組概要】

○ 代表は、オリーブオイルの鑑定士
であるカタドールの資格を有する。

【実施期間】

加工
直売

http://www.mitoyofarm-s.com/（三豊FS）

【事業名】 地域特産品であるにんにくの新たな栽培方法による生産及び販路開拓

○

発芽発根にんにくの新栽培技術を導入、
両社で生産体制を確立、地域特産品の拡
大を目指す。

○ 発芽発根にんにくをレストラン・料亭等へ
の販売及び消費者へのインターネットによる
直接販売を行う。
発芽発根にんにくの成分分析を行うなど、
他の商品との差別化を図る。

オリーブオイル、
オリーブ新漬け 等

【主な商品】

発芽発根にんにく

2011/9/1～2016/8/31

【実施期間】

2011/11/1～2015/8/31

株式会社 ムムム自然栽培農場 電話0879-25-7717
（香川県東かがわ市）
http://sanukinomumumu.com/

【事業名】

ムムム農法により栽培した野菜を活かした介護食・野菜スープ等の
開発・販売事業
【取組概要】
○ 農薬、化学肥料、動物性肥料を使用せず栽
培した自社生産野菜等を使用し、マッシュ野菜、
介護食及び野菜スープのレンジ等で温めるだ
けで食せる副菜としてのレトルト加工商品の開
発、製造、販売を行う。
○ 野菜の栽培や加工に関心を持つ層、食育に
関心をもつ層、野菜本来の味を求める層等を
ターゲットに販路開拓を図る。
【主な商品】 マッシュ野菜、介護・高齢者食、
野菜スープ

【実施期間】

電話0875-54-3765（三豊FS） 0897-58-6522（水の愛）

【取組概要】

○ 自ら生産するオリーブを活用して
高品質オリーブオイル、オリーブ新
漬等の開発・製造を行うとともに、
通信販売等による全国展開を行い、
需要の拡大を図る。

【主な商品】

(株)三豊ﾌｧｰﾑｻｰﾋﾞｽ・ (株)水の愛
（香川県観音寺市・愛媛県西条市）

加工
直売

2012/11/1～2015/12/31

加工
直売

松本 稔
（香川県綾川町）

電話087-876-2171

http://matsumotonouen.com/

【事業名】 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
【取組概要】
○ 減農薬生産で甘みと酸味のバランスの
良い自家生産トマトを活用し、セミドライ・ド
ライトマトを製造・販売する。
○ 皮が柔らかい摘果キュウリを活用した
イタリアンテイストピクルスを製造・販売す
る。
【主な商品】 ドライトマト・セミドライトマト、
キュウリのピクルス

【実施期間】

2013/4/1～2016/12/31
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加工
直売
【事業名】

庄司 尉晶
（香川県観音寺市）

電話0875-27-6151

http://takonoyachan.com/

たこ漁師夫婦がつくる「新鮮活たこ加工品」の流通販売

【取組概要】

（香川県三木町）

電話087-890-3035

http://morinoichigo.com/

【事業名】 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

【取組概要】

○ 店舗販売できる新商品として煮だこ・
たこめしの素を開発し、直売所やイベン
ト等に出展して販売する。
○ また、生たこは、高級料亭等飲食店
への卸販売や漁師自らが料理する「た
こ刺し」をお取り寄せ商品として開発し、
インターネット販売する。

【主な商品】 活たこ、たこ刺し、煮たこ、たこめしの素 等
【実施期間】

株式会社 森のいちご

加工
直売

2013/6/1～2016/12/31

○ 自社農園で栽培したいちご（県奨励
品種「さぬき姫」）を活用した加工品の
開発、製造、販売を行う。
○ また、テーマパークでは、いちご狩り、
商品販売、飲食提供の他、動物との触
れ合いやブランコ等の遊具施設で家族
連れやカップルが過ごせる場を提供し
集客を図る。
【主な商品】 スペシャルストロベリーショートケーキ、いちご丼 等

【実施期間】

2013/11/1～2018/6/30

有限会社モリヒロ園芸

直売

（香川県観音寺市）

電話0875-24-2099
http://www.morihiro-flower.com/

【事業名】 花を買わない世代に向けた、雑貨感覚で鉢花を楽しむ生きたお花の
装飾額の新商品開発

【取組概要】
○ 自社で生産する鉢花をフレームに組
み込み、生きたお花の装飾額 「Nature
in Flame（ネイチャー･イン･フレーム）」
として販売する。
○ 既存販路である花店で販売する他、
自社ＨＰでネット販売を行う。

【主な商品】 ネイチャー・イン・フレーム
【実施期間】

2014/3/1～2018/8/31
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加工
直売

有限会社 大山牧場

電話0879-43-6134

（香川県さぬき市）

【事業名】

http://www.ushiojisan.com/

ジャージー生乳を原料とした添加物不使用のソフトクリームミッ
クスの企画製造販売

（香川県三木町） http://www.higashiyama-sg.jp /
一貫生産鶏卵を活用した新商品（生菓子・焼菓子等）の開発・製造・
販売

○ 新たに直売所にカフェを併設し販売す
るとともに、小売店や百貨店等のギフト
セットとして販売する。
【主な商品】 生菓子、焼き菓子、カフェメニュー 等

【主な商品】 ジャージーソフトミックス
2014/11/1～2018/7/31

【実施期間】

株式会社 アンファーム
（香川県三豊市）

電話0875-67-2336

http://www.fl-annfarm.com/

加工
直売

【事業名】 自ら生産するマンゴーを活用した加工食品の開発・製造・販売

【事業名】

【取組概要】

【取組概要】

○

自社で生産したマンゴーを活用し、
バウムクーヘンやドライフルーツの開
発、製造を行う。

○

直営の店舗やカフェで販売するととも
に、インターネット等により新規の販売
も行う。
【主な商品】 バウムクーヘン、ドライフルーツ

【実施期間】

電話087-898-1425

○ 自社で雛から育てて生産した鶏卵を
活用し、プリン、シュークリーム等の生
菓子、カステラ、クッキー等の焼き菓子、
オムレツ、ソフトクリーム等のカフェメ
ニューの製造、販売を行う。

○ 自社で生産したジャージー生乳を原
料に添加物不使用の付加価値の高い
ソフトクリームミックスの開発、製造、販
売を行う。
○
既存販路先の他、添加物不使用の商
品を取り扱う飲食店、観光施設等への
販路の開拓を図る。

加工
直売

【事業名】

農事組合法人 東山産業

【取組概要】

【取組概要】

【実施期間】

加工
直売

2014/11/1～2019/8/31

2014/11/1～2019/2/28

さんわ農夢株式会社
（香川県三豊市）

電話0875-63-2365
http://www.sannwanohmu.jp/

自社で生産するサツマイモを活用した加工食品の開発・製造・
販売

○ 自社ブランド（商標登録）のサツマイモ
「弘法の恵（安納芋）」、「夢の芋（紅は
るか）」を活用した加工品の開発、製造、
販売を行う。
○

販売は既存の卸売り先を活用すると
ともに、直販店舗やインターネッでの販
売を行う。

【主な商品】 弘法の恵ペースト、弘法の恵焼き菓子 等
【実施期間】

2015/4/1～2020/3/31
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株式会社 フジムラフーズ

加工
直売
【事業名】

電話0875-25-2454

（香川県観音寺市）
自社で生産する豚肉を使用した加工食品の開発・製造・販売と精肉
直販事業への取組

電話0875-82-2837

（香川県三豊市）

【事業名】 伊吹島沖で漁獲したいわしを活用した加工品の開発・製造・販売

○ 自ら漁獲したいわしや加工後のいりこ
を活用した惣菜、おつまみ等加工品の
開発、製造、販売を行う。

○ 自社で米を配合した飼料で飼育した
養豚（米豚）を活用し、惣菜等のオリジ
ナル商品の開発、製造、販売を行う。

○ 販売は既存の自らの催事販売やイン
ターネット販売の他、新たに乾物業者
等への卸販売を行う。

○ 販売は既存の卸売り先を活用すると
ともに、新設する直営店舗やインター
ネットでの販売を行う。

【主な商品】 いりこおつまみ、いりこのふりかけ、

【主な商品】 焼き豚、味噌焼き、ポークソテー 等

加工
直売

大平水産 株式会社

【取組概要】

【取組概要】

【実施期間】

加工
直売

いわしのオイル漬け

2015/4/1～2019/9/30

高橋 光男

【実施期間】

2015/4/1～2020/3/31

電話0877-98-6259

（香川県丸亀市）

【事業名】 自ら生産するニンニクを活用した加工食品の開発・製造・販売
【取組概要】
○ 自ら生産したニンニクを活用したニン
ニクチップス等の加工品の開発、製造、
販売を行う。
○

販売は既存の販売先等の協力により
食品卸業者等への卸売り販売する他、
道の駅等での直接販売も行う。

【主な商品】 ニンニクチップス、ニンニクパウダー、黒ニンニク
【実施期間】

2015/4/1～2018/12/31
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加工
直売

株式会社三豊エコファーム
（香川県三豊市）

電話 0875-74-6720
https://www.shirakawa-garlic.com/

【事業名】 健康志向市場をターゲットとした自社で生産するにんにくを活用した
加工商品の開発製造販売
【取組概要】
○

自社製造により、にんにくのみじ
ん切りとエキストラバージンオリーブ
オイルで作った無添加調味料「きざみ
にんにくオリーブオイル」の改良品と
新たな加工 品で あ る「 黒に ん に く カ
レー」を製造・販売することで、経営の
改善と耕作放棄地の解消に寄与する。

【主な商品】きざみにんにくオリーブオイル、
黒にんにくカレー
【実施期間】 2019/2/1～2021/11/30

加工
直売

直売

稲木 健造

電話 090-3180-1473

（香川県綾川町）

【事業名】 「特別栽培米」の新たな販路開拓
【取組概要】
○ 自身で生産する米の栽培方法を特別
栽培農産物の生産方法に変更・改善
し、米の付加価値を高め、安心・安全
にこだわった特別栽培米として新たな
販売を展開する。これまでのJA出荷
から、健康志向の高い消費者への直
接販売と、契約栽培による化粧品原
料としての供給を行うことで農業所得
の向上と将来の後継者へ安定的な米
作農業の承継を目指す。

【主な商品】 水稲うるち米
【実施期間】 2019/4/1～2021/12/31

さんわ農夢株式会社
（香川県三豊市）

電話0875-63-2365
http://www.sannwanohmu.jp/

【事業名】 自社で栽培したブロッコリーをカット加工した付加価値型商品の製
造・販売
【取組概要】
○ 総合化事業計画の認定事業者が、新
たな事業として、食品製造事業者等
の需要に応えるため自ら専用装置を
開発し、ブロッコリーを一次加工のみ
施して、カット商品を製造・販売する
取組み。 この取組みにより、主力で
あるブロッコリーの付加価値向上と、
生産ロスの改善を図るとともに、新た
な雇用の創出を目指す。

【主な商品】 カットブロッコリー
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