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＜鳥取県６次産業化事業計画認定者一覧＞

大山町

●福島 祥人
●大山メディカルハーブ株式会社
●有限会社小川養鶏場

境港市

●株式会社 福栄
●山陰旋網漁業協同組合
●鳥取県漁業協同組合境港支所
●弓ヶ浜水産株式会社

米子市
●大下 哲治（メイちゃん農場）

江府町
●株式会社かわばた

倉吉市
●農業法人 有限会社真栄農産

八頭町

琴浦町

●体験農場 ナオ
●大山乳業農業協同組合
●三好政浩、三好輝保、三好幸男

北栄町
●北条ワイン醸造所
●前田 修志 鳥取市

●株式会社茸さとに医食同源
●菌興椎協同組合
●株式会社兎ッ兎
●さわだ農産合同会社
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●有限会社ひよこカンパニー
●有限会社北村きのこ園
●有限会社ひよこカンパニー



自ら生産するブルーベリーを活用して、ドライブルーベリーの開発製造を行う。
また、通販用のウェブサイトを整えることで、全国各地の消費者に向けて販路
開拓を行う。

加工
直売

ブルーベリーを主体とした６次産業の更なる改善事業

○

○

奥大山ブルーベリーファームは鳥取県西
部に位置する日本最大級のブルーベリー
狩り観光農園。現在、10haの農地に40品
種、16,000本のブルーベリーを栽培してお
り将来的には20haまで面積を広げる予定。
建設会社より農業参入。

【主な商品】 ドライブルーベリー、ブルーベリージャム 等

株式会社 かわばた 電話0859-75-3362

（鳥取県江府町） http://www.kasarabara.com/

【取組概要】

【事業名】
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既に開発している「赤、白ワイン」に加え、
「スパークリングワイン」の開発・製造を行う。

地域の特産品である砂丘ブドウを利用したスパークリングワイン
の製造・販売事業

加工
直売

○

【主な商品】 スパークリングワイン

北条ワイン醸造所 電話0858-36-2015

（鳥取県北栄町） http://www.hojyowine.jp/

【取組概要】

【事業名】

インターネット販売の強化及びワイン専門店の新規開
拓を行うことにより新たな販売先獲得を目指す。

４haの自家農園において、北栄町の特
産品である砂丘ブドウを年間約50ｔ、生
産収穫している。

○

○

加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

体験農場ナオ 電話080-3055-4830

（鳥取県琴浦町） http://noujyounao.web.fc2.com/

ジャム、ドライフルーツ、紅茶、いちじくうどん 等

自ら生産するいちじく、さくらんぼを活用して
ジャム・ドライフルーツ・紅茶・スイーツ等の開
発・製造を行とともに、首都圏や近畿圏の百貨
店や高級スーパーマーケットなどの販路開拓を
する。

【取組概要】

規格外の桜桃と無花果・廃棄する若葉を活用した加工品の開発、製造及び販
路開拓事業

国産志向が強い40～60代女性をターゲットに、

ネット販売や試飲の積極的な実施によるバズ
マーケティングを実施。

○

加工
直売

【取組概要】

○

福島 祥人 電話090-7592-9238

（鳥取県大山町） http://fukusyomaru.com/

鳥取県大山町で、自ら漁獲したサザエの加工・販売事業

【主な商品】 サザエオイル漬け、麹漬け 等

自ら漁獲したサザエを活用してサザエ
のオイル漬け・麹漬け等の開発・製造を
行うとともに、県内での販売はもとより、
県外の料理店等への販売。

国産こだわり食材専門インターネットサ
イトなどと販売契約を結ぶことにより新た
な販売先を得て、漁業経営の改善を図
る。

○

【事業名】
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【実施期間】 2011/6/1～2015/12/31

【実施期間】 2011/6/1～2016/3/31

2011/6/11～2015/12/31
2011/7/20～2015/12/31

【実施期間】
【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】

○ 「ヤギミルクチーズケーキ」等の商品
は、販売数量を制限し、プレミア感を醸
成した販売を行うこと等により農業経営
の改善を図る。

ヤギミルクチーズケーキ、プリン、クッキー等焼き菓子 等

自ら生産したヤギミルクを使い「ヤギミルクチーズケーキ」、「プリン」等の新
商品を開発する。

【取組概要】

ヤギミルクを活用したスイーツの商品開発及び販売事業

道の駅及び同道の駅の有する流通経路、引き合いのあるメーカー数社等の
ほか、健康食品原料卸会社、菓子メーカー等への販売を予定。

○

○

機能性ハーブであるエキナセアの栽培・
加工・販売で日本一の産地形成化による
新しい大山ブランドの確立を目指し、地域
活性化を図る。エキナセアを活用したハー
ブティー等の新商品を開発する。

【主な商品】 機能性ハーブ・エキナセア、粉末、飴、入浴剤 等

【取組概要】

【事業名】 機能性ハーブ・エキナセアの６次産業化で産地形成、耕作放棄
地解消と新規雇用創出

○

○

【取組概要】

自社ブランドの「天美卵(てんびらん)」を活用した「新・鳥取みやげ」の
創造事業

【主な商品】 平飼い鶏の「天美卵」、マウントクーヘン、焼きドーナツ 等

平飼い鶏の「天美卵」を活用した、鳥取
を代表する「おしゃれで、おいしい」お土
産品となる新商品を開発・製造する。

既存の販路に加え、鳥取砂丘などの観
光地や鳥取駅、近隣の道の駅などの
ターミナルに製造・販売ブースを新設し、
販売チャンネルを増やす。

【事業名】

【取組概要】

○

【主な商品】

自ら栽培した野菜や香草を活用し、一流料理
人のレシピに基づいて、これまでにない良質・美
味なるドレッシングソース、調味料や惣菜を製
造・販売する。

フレンチソース、ドレッシング、ジャム 等

【事業名】 農家と一流料理人のコラボレーションによる６次産業化で創る農家
ブランド

○ 味や品質にこだわりのある消費者や県外・海
外からの旅行者の土産をターゲットに、道の駅、
直売所、こだわり商店、定期開催のマルシェ、
空港、観光案内所併設土産物店等及びイン
ターネットでの販売を行う。
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大下 哲治 電話080-6326-4672

（鳥取県米子市） http://blog.zige.jp/farming/

加工
直売

前田 修志 電話0858-37-5200

（鳥取県北栄町） http://www.maetafarm.com/

加工
直売

大山メディカルハーブ株式会社 電話0859-54-2100

（鳥取県大山町） http://www.dmh.co.jp/

加工
直売

加工
直売

(有)ひよこカンパニー 電話0858-73-8211

（鳥取県八頭町） http://www.oenosato.com/

【実施期間】 【実施期間】

【実施期間】 【実施期間】

2012/4/1～2016/9/30 2012/1/1～2016/12/31

2012/4/1～2017/3/31 2012/3/1～2016/12/31
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【事業名】

【取組概要】

【主な商品】 低グルテリン米、低グルテリン米健康料理 等

生産する低グルテリン米を医療給食に活用し、古民家レストラン
で健康食を普及・提供する事業

○ 低グルテリン米を活用し、健康食メ
ニューを開発し、古民家レストランで
の販売を行うほか、インターネット販
売を行う。

レストランで低グルテリン米を活用し
た料理教室を実施し、誘客につなげ
る。

○

【事業名】

○

【主な商品】

○ 販売先として、直売所、旅館等の
既存の販路のほか、デパート、スー
パー、インターネット等で販売する。

焼きかき餅、あられ、団子 等

良質な国産米を活用した焼きかき
餅など米加工商品の製造販売を行う。

【取組概要】

自社ブランド米（特別栽培米）を活用した焼きかき餅など米加工品
の製造・販売事業

水稲を中心に、白ネギ、キャベツ、ス
トックなど37ｈａを耕作。

○

【取組概要】

○

鳥取県境港産スルメイカとアカイカを活用した新商品開発と販路拡
大事業

【主な商品】 スルメイカ、アカイカ、ハンバーグ、トマトソース煮 等

姿売りに適さない小規格で安価な冷凍
スルメイカ、アカイカを活用した、新商品
を開発・製造する。

販売先として、既存の取引先（生活協
同組合、スーパー等）はもとより、道の駅、
コンビニエンスストア等の新たな販路を
開拓する。

○

【事業名】

【事業名】

【主な商品】

○ ヤナギマツタケの量産化を図るとともに、
包装形態も含めた魅力のある加工品（ヤナ
ギマツタケご飯の素・水煮）を開発し、知名
度を上げながら、新たな需要・販路を拡大
する。

ヤナギマツタケご飯の素 等

ヤナギマツタケは、歯切れの良い食感と、
癖のない食味が特徴。油を使った料理や
煮込み料理に適する食材。

【取組概要】

○

無胞子ヤナギマツタケの量産化とそれを用いた新商品（ご飯の素）
の開発事業
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有限会社 真栄農産 電話0120-462-615

（鳥取県倉吉市） http://www.shinei-nousan.com/

加工
直売

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

株式会社 さとに医食同源 電話0857-50-0613

（鳥取県鳥取市） http://satoni.jp/

加工
直売

株式会社 福栄 電話0859-44-3555

（鳥取県境港市）

加工
直売

菌興椎茸協同組合 電話0857-22-7602

（鳥取県鳥取市） http:// www.k-siitake.com/

2012/4/1～2016/12/312012/5/1～2017/4/30

2012/11/1～2017/6/30

【実施期間】 【実施期間】

【実施期間】2012/4/1～2016/6/30【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】

販売先は、スーパー、百貨店、量販店などの
ほか、道の駅でも販路開拓する。

あじ・いわし・さばなどの一次加工品、漁師がつくった魚のしぐれ煮 等

【取組概要】

境港産未利用魚（いわし、あじ、さば等 ）の活用による新商品開発と
販路開拓事業

境港で水揚げされる魚と鳥取県産野菜を材料
に、魚の旨みと魚肉の食感を活かした、簡単調
理品を開発、販売する。

あじ・いわし・さば・はまちのフィーレや開きなど
の一次加工品を販売する。

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】

マグロ三昧、アジ・サバ・イワシの一次加工品、アジフィーレ 等

まき網漁獲物（本マグロ、アジ、サバ、イワシ）を活用した商品開発
と販路拡大事業

○ 天然マグロのレシピつきブロック販
売やアジ・サバ・イワシの手軽で美味
しい高鮮度一次加工品を商品化する。

アンテナショップ販売やイベントで
PRし、飲食店、量販店、一般家庭に
販路開拓する。

○

○

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】 エリンギィの燻製・ポン酢漬け・キムチ漬け 等

大きなエリンギィやえのきの加工品を
中心に「酒の肴シリーズ」を商品化し、
販売する。

鳥取生まれの「びっくりエリンギィ」等を活用した新商品の開発
及び販売事業

ギフト、土産店や道の駅での販路拡
大と、食堂・ホテルなどで業務用商品と
して供給する。

○

【事業名】

【主な商品】

○ 生協取引をはじめ、ネットショップやイベン
ト出店で知名度をあげ、販売量の拡大を図
る。また、アメリカや東南アジアなどの輸出も
本格化させる。

にんじん・スイカ・西条柿・さつまいもなどのアイスクリーム

新鮮な地元産生乳・乳製品、農産物を材料
に、手間ひまかけたおいしい「鳥取県生まれ
のこだわりのアイスクリーム」を商品化し販
売する。

【取組概要】

○

大山乳業の生乳と鳥取県産農産物でつくるアイスクリームの新
商品開発事業
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加工
直売

加工
直売

有限会社 北村きのこ園 電話0858-73-8314

（鳥取県八頭町） http:// www.kinoko.co.jp/
大山乳業農業協同組合 電話0858-52-2211

（鳥取県琴浦町） http:// www.dainyu.or.jp/ 

加工
直売 加工

山陰旋網漁業協同組合 電話085９-４２-6３８１

（鳥取県境港市） http://www.sanmaki.jp/

鳥取県漁業協同組合境港支所
（鳥取県境港市） 電話０８５９-４４-０２２５

http://www.jf-net.ne.jp/ttchuou/

2013/4/1～2017/8/31【実施期間】
2013/4/1～2017//12/31【実施期間】

2013/4/1～2018/3/31【実施期間】
2013/4/1～2018/3/31【実施期間】

○

○



中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】 ズコット、スフレケーキ、半熟チーズケーキ、アイスクリン 等

鮮度抜群の自社生産「さくらたまご」を
主原料に、スイーツやアイスクリンを新商
品化し販売する。

さくらたまご主原料スイーツの新商品開発によるたまご屋工房
ブランド化事業

店舗直売を中心に手土産定番としての
新規顧客と、インターネット販売による
「お取り寄せ」市場を開拓する。

○

○

【事業名】

○

【主な商品】

乾燥板ワカメ、塩蔵クロモ、塩蔵絹もずく、一夜干し商品

【取組概要】

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

三好一家は、それぞれ父幸男と長男輝保がサザエ、アワビの採貝、ワカメの採取
を行い、次男政浩は自らの船での魚の漁獲及び素潜りによる岩牡蠣の採貝を行っ
ている。

自ら採取したワカメの上葉部を活用した乾燥板ワ
カメ、絹もずく、クロモを使用した塩蔵商品の開発を
行う。また、漁獲した魚を使用した一夜干し商品の
開発を行う。

○

【事業名】

○

【主な商品】 生食用「境港サーモン」・「サバ」・「アジ」等の切身、フィレ（３枚おろし）

【取組概要】

鳥取の山と海で育てたギンザケ「境港サーモン」等を高鮮度加工し、
全国に販売する事業

鳥取の山と海で育てたギンザケを、市場を通さず
水揚げ・活け〆・高鮮度加工を一貫して行い、付加
価値をつけて「境港サーモン」として販売する。

「境港サーモン」は西日本唯一の国産生サケで、
業務用フィレ加工品を刺身用・すし用として全国の量
販店や外食産業、居酒屋・寿司店などに販売する。

○

○

○

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

【取組概要】

(有)ひよこカンパニー 電話0858-73-8211

（鳥取県八頭町） http://www.oenosato.com/

自社ブランド「天美卵」と地域生産者との連携でつくる新商品開発と
農家レストラン事業

【主な商品】 オムライス、卵麺パスタ、惣菜類（メイン
オーダ、ビュッフェ形式） 等

平飼い鶏の「天美卵」を使った卵メニューを
提供する農家レストランの展開と鶏肉を使った
ハム、ソーセージ等の商品開発、製造、販売
を行う。

新設する農家レストランや直売所で提供・
販売する他、通信販売で既存商品とのセット
販売等を行う。

【事業名】
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レストランイメージ

有限会社 小川養鶏場 電話0859-54-2488

（鳥取県大山町）http://cms.top-page.jp/p/sakuratamago/8/2/

加工
直売

加工
直売

加工
直売

弓ヶ浜水産株式会社 電話 0859-30-2721

（鳥取県境港市）

三好政浩、輝保、幸男
（鳥取県琴浦町） http://www.tottori-sankou.com/

2013/4/1～2018/3/31【実施期間】

2015/4/1～2019/9/30【実施期間】2014/6/1～2018/3/31【実施期間】

2014/1/1～2018/12/31【実施期間】
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加工
直売

株式会社 兎ッ兎 電話 0857-30-0003

（鳥取県鳥取市）

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】 赤ワイン、白ワイン、ロゼワイン、干しぶどう、生食用ぶどう

自社ワイナリーを整備し、自社生産する
醸造用ブドウを用いて、ワインの開発・醸
造・販売を行う。また、自社生産した生食用
ブドウを用いて、干しぶどうの加工品の製
造・販売を行う。

鳥取地域のブドウを使用したワイン製造販売事業

地域の食材に合うワインの開発を進め、
顧客のニーズを踏まえながら一貫した生
産体制の確立と、収益増加を図り、併せ
て、新たな雇用を創出する。

○

○

1-7

加工
直売

さわだ農産合同会社 電話 080‐1923‐7074

（鳥取県鳥取市）

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】 かきもち （堅焼きスティック）（レンジ焼き）

美歎 (みたに)地域で生産される「みたにも
ち」を活用したかきもちは、大きく膨らむ特徴
があり、この特徴を生かした新商品「かき餅」
３品を製造・開発するとともに、新たな卸売販
売の導入で他の地域へ販路を広げる。この取
組みにより、農林漁業の所得向上と、耕作放
棄地の解消など地域農業の活性化に寄与す
る。

鳥取美歎(みたに)地域で生産するもち米を使った加工品の開発・製
造・販売事業

○

2016/8/1～2020/12/31【実施期間】 2019/2/1～2023/1/31【実施期間】
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＜島根県６次産業化事業計画認定者一覧＞
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邑南町
●株式会社有機ファーム研久屋

浜田市
●島根県農業協同組合いわみ中央地区本部
●農業生産法人 有限会社やさか共同農場
●社会福祉法人 いわみ福祉会

隠岐の島町
●株式会社吉崎工務店
●勝部表装有限会社

出雲市
●熱田 辰政
●株式会社島根ワイナリー

安来市
●足立 昌俊

●隠岐観光株式会社

西ノ島町

松江市
●有限会社宝箱

大田市
●有限会社旭養鶏舎



ぶどう（75ａ）、花卉（9ａ）を耕作し、ぶど
う観光農園を経営。ぶどうには、生育に良
いと言われるモーツアルトを聞かせ、熟成。

○

○

各品種のぶどう入りアイスミルクを年次計
画で商品開発・生産して、既存の販売先に
加えて、県外のデパートや高級スーパー等
で販売し農業経営の改善を図る。

【主な商品】 ぶどう入りアイスミルク 等

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

【事業名】 ぶどう果肉入りアイスミルクの加工・販売事業 【事業名】

○

【主な商品】

○ 販売先として現在しいたけを取引して
いる東京の島根県アンテナショップをは
じめ、東京、大阪の取引先に販売する。

しいたけ入りもずく、佃煮、等

原木栽培の生しいたけ規格外品を活
用した「しいたけ入りもずく等」の新商品
を開発・製造する。

【取組概要】

原木栽培しいたけと地域の魚介類及び海藻等を利用した加工、販
売事業

2-2

【取組概要】

○

有機ＪＡＳ認証お茶の生産加工と販売事業

【主な商品】 有機ＪＡＳ認証煎茶・番茶・紅茶 等

既に認可を受けている生産工程に加え、
出荷加工までの有機ＪＡＳ認可を取得し、
有機ＪＡＳ認証煎茶・番茶・紅茶として販売。

販路は、茶卸業者、製茶機械販売業者
ルートや、スーパー等。また、新規引き合
い業者などとも連携をとりながら販路拡大
を図る。さらに、当社既存の直売所、イン
ターネットによる通信販売を実施。

○

【事業名】

組合員が生産する西条柿の傷果・日焼け果を

活用してカット干し柿・梅入り巻き柿・アイスシャーベットの開
発・製造を行うとともに、高級スーパーマーケット・デパート・
産直市等の販路開拓に取り組む。

○

○

○

西条柿を使った加工品の開発・販売事業

【主な商品】 干柿、梅入り巻き柿、アイスシャーベット 等

【取組概要】

【事業名】

島根県浜田市に本所を置く農業協同組合。浜田
市や江津市が管轄地域。

特産品として、西条柿（あわせ柿・干し柿・加工
品）、赤梨（新水・幸水・豊水）、ぶどう（デラウェア・
ピオーネ等）、肉豚、肉用牛、しいたけ
等がある。

有限会社 宝箱 電話0852-21-1489

（島根県松江市） http://e-takarabako.com/

島根県農業協同組合いわみ中央地区本部
（島根県浜田市） 電話0855-22-0202

http://iwc.ja-shimane.gr.jp/tokusan/kaki.htm

加工
直売

加工
直売

加工
直売

加工
直売

足立 昌俊 電話080-6318-0604

（島根県安来市）http://www.adachi-grape.jp/index.html

株式会社 吉崎工務店 電話08512-2-1574

（島根県隠岐の島町）
http://www.yoshizaki.co.jp/00%20top.html

2012/3/1～2016/9/30【実施期間】

2011/6/1～2016/5/31【実施期間】 2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】



【事業名】

【取組概要】

【主な商品】

○

【事業名】

【取組概要】

【主な商品】

トマトピューレ、有機一味青唐辛子、有機きな粉 等

○

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

○

○

【取組概要】

○

【主な商品】

【事業名】

○

2-3

加工
直売

加工
直売

【取組概要】

【主な商品】

○

○

【実施期間】 【実施期間】

【実施期間】
【実施期間】

有限会社旭養鶏舎 電話0854-85-8421 

（島根県大田市） http://www.asahiegg.co.jp/

自社独自ブランド「ネッカエッグ」を活用した鶏卵加工品の製造、販
売事業

自社独自ブランド「ネッカエッグ」を活用
して新たな加工品の商品開発、製造を行
う。
スーパー、飲食店、食品卸問屋など販
売ル－トを拡大する他、新たに直売所を
整備して販売を行い、経営の多角化を
図る。

味付玉子、厚焼き卵、タルタルソース 等

2014/3/1～2018/6/30

加工
直売

農業生産法人 有限会社やさか共同農場

（島根県浜田市） 電話0855-48-2510
http://fish.miracle.ne.jp/sennin-g/yasaka/yasaka_backup/nojo_home.html

トマト、トウガラシ、大豆、六条大麦を用いた商品開発と加工品
５種類の製造販売事業

【事業名】

自社生産加工用トマト、トウガラシ、
大豆などの生産規模を拡大し、新た
な加工品の開発と生産を行う。

生協・自然食品店・消費者グルー
プの既存販路の活用とネット通販で
販路開拓を行う。

2013/4/1～2016/12/31

加工
直売

株式会社 有機ファーム研久屋
（島根県邑南町） 電話0855-87-0739

大麦若葉を活用した乾燥粗粉砕品の加工･販売事業

有機JAS認定圃場で良質な大麦若
葉を生産拡大し、乾燥粗粉砕加工品
を販売する。

大麦若葉乾燥粗粉砕加工品

既取引業者への販売を増加し、そ
の後、新規販売先を開拓する。

2013/4/1～2017/12/31

隠岐観光株式会社 電話08514-6-0016

（島根県西ノ島町）http://www1.ocn.ne.jp/~wgtyb4vd/

養殖いわがきの新たな販売の方式の導入・販売方式の改善事業

自社の加工施設を整備し、自社で養殖
したいわがきを生食用いわがきとして商
品化を行い、新たな販売の方式の導入・
販売方式の改善に取組む。

生食用いわがきを独自ブランド品とし
て直営店や飲食店等に販売する。また、
いわがきを凍結保存することによりオー
ルシーズン出荷が可能になる。

生食用いわがき、冷凍生食用いわがき 等

2013/6/1～2016/12/31
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【取組概要】

○

【主な商品】

【事業名】

○

【取組概要】

○

【主な商品】

【事業名】

○

加工
直売

【取組概要】

○

【主な商品】

【事業名】

○

【取組概要】

【主な商品】

【事業名】

2-4

加工
直売

加工
直売

【実施期間】

【実施期間】

【実施期間】

【実施期間】

熱田 辰政 電話0853-62-5678

（島根県出雲市）http://ohtakeya.noomise.com/?m=houhan

宍道湖産スズキを活用した食感の柔らかい燻製品（ソフトタイプ）の
加工・販売事業

宍道湖産スズキを活用した食感の柔
らかい燻製品（ソフトタイプ）を開発、製
造、販売する。

地元道の駅や県内土産店など既存の
販路に加えて、東京の百貨店・高級スー
パー等へ販路開拓を図る。

カット燻製品（ソフトタイプ）醤油味 等
（従来ハードタイプ） （新開発 ソフトタイプ）

2013/6/1～2016/12/31

社会福祉法人いわみ福祉会 電話0855-42-0091

（島根県浜田市）http://www.iwamifukushikai.or.jp/

常温で長期保存できるサツマイモの加工品（干し芋・焼き芋・ペー
スト芋）の開発・販売事業

サツマイモ栽培を拡大して、常温で長期
保存できる焼き芋、干し芋及びペースト芋
の開発、製造する。

焼き芋等は県内外のスーパー等へ、
ペースト芋は業務用として新たな販路拡
大を図りながら、障害者が参画できる働
く場づくりを確立と農業経営の改善を行
う。

焼き芋、干し芋、ペースト芋

2014/4/1～2019/3/31

勝部表装有限会社 電話08512-2-3065

（島根県隠岐の島町） http://katsubehyousou.com/senbe.html

米を活用した写真、イラスト付き煎餅の加工・販売事業

米の規格外品を活用し、隠岐の島独自
の写真やイラストをプリントした煎餅の商
品開発、生産を行う。

煎餅に隠岐の島独自の写真等を印刷す
ることで隠岐の島のお土産用、記念品用、
イベント用として販売。

米粉煎餅

2014/4/1～2017/12/31

加工
直売
輸出

株式会社島根ワイナリー 電話0853-53-5577

（島根県出雲市） https://www.shimane-winery.jp/

島根県産ぶどうを使用した新規格ワインの製造・販売事業

島根県産ぶどうを使用し、国際規格に
対応した新たな容器・容量の商品開発
や、和紙風ラベルの導入等、新たな客
層への訴求力を高めた商品の小売店・
飲食店・海外等への販路拡大に取り組
み、所得の向上を図る。

オリジナルスィートワイン、島根わいん縁結シリーズワイン 等

2018/4/1～2022/3/31
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＜岡山県６次産業化事業計画認定者一覧＞

津山市
●アールビーシーコンサルタント株式会社
●株式会社坂手ファーム
●有限会社田中農園
●有限会社羽出木総合農場

美作市
●株式会社西本建設（西本農園）
●株式会社福嶋きのこ園
●有限会社海田園黒坂製茶
●株式会社天政農園
●株式会社花きかく苑
●礒山和博

新見市
●株式会社クニファーム
●TETTA株式会社
●水上 豊（哲西郷趣膳 水上）
●株式会社アーリーモーニング
●有限会社哲多和牛牧場
●野波晶也
●保坂耕三
●株式会社米見
●ＭＳファーム株式会社

●有限会社醍醐桜
●合同会社蒜山耕藝
●オブリガード有限会社
●東真産業株式会社

真庭市 奈義町
●株式会社 Original Quchi

●合同会社 のふう
●有限会社アグリマスター

勝央町

3-1

鏡野町
●株式会社山田みつばち農園

吉備中央町
●株式会社吉備の国野菜村
●太田勝豊

●有限会社フクダノウサン
●合同会社 ど根性ファーム
●髙橋農産株式会社
●株式会社コアラファーム
●ふなおワイナリー有限会社
●株式会社倉敷ベジ・ラボ
●果樂株式会社
●守谷彰彦
●株式会社くらしき桃源郷
●山﨑瑞基
●有限会社阪本鶏卵

浅口市

総社市
●(有)アグリ元気岡山
●そうじゃ「地・食べ」委員会生産者部会
●株式会社岡本工業所（生姜農園）
●レッドライスカンパニー株式会社
●有限会社アグリ元気岡山

笠岡市
●有限会社たかた採卵
●藤井和平

井原市
●井原石材有限会社
●江尻伸雄（耕せファーム）
●株式会社サンショク 倉敷市

●丸本酒造株式会社
●株式会社めぐみ
●寄島町漁業協同組合

●株式会社モリサキ

高梁市

赤磐市
●有限会社西山林業
●有限会社桃茂實苑
●平尾雅子
●佐倉弘昌・佐倉千恵子

岡山市
●ＡＧＲＩブロードカントリー株式会社
●有限会社岡山県農商
●株式会社夢百姓
●有限会社スコレー
●三宝産業株式会社
●岡山県漁業協同組合連合会
●ホトトギス株式会社
●ウナギ水産 内田雅貴
●竹原一郎
●市川俊美
●株式会社宝実園
●株式会社みつの里
●川越敬子
●株式会社卵娘庵
●株式会社おおもり農園
●奥野靖之
●農業法人株式会社D＆Tファーム
●おかやまおひさまファーム株式会社
●株式会社瀬戸内ファーム
●株式会社松﨑牧場
●株式会社 いぶき
●田中信多
●株式会社創・和

●農業生産法人 ﾀｰﾄﾙﾌｧｰﾑ株式会社
●ネクストイノベーション株式会社

玉野市

瀬戸内市
●株式会社一文字
●野崎末廣
●加藤水産 加藤応樹

備前市
●久本菊実
●いちけんファーム株式会社

●一般社団法人宇治雑穀研究会
●佐藤拓也
●農事組合法人ならい

美咲町
●株式会社ミフカ

久米南町
●月本幸常



加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

○

水上 豊（哲西郷趣膳 水上）
（岡山県新見市） http://www.gousyuzen.jimdo.com/

ボタン鍋用生肉、小猪棒（うりぼう フランクフルト) 等

【取組概要】

天然イノシシの資源化及びイメージ向上のための加工品開発 事業

○

中国四国地域６次産業化認定計画事例集
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加工
直売

【取組概要】

○

丸本酒造株式会社 電話0865-44-3155

（岡山県浅口市） http://www.kamomidori.co.jp/

【主な商品】

自社の他、地元の営農組合と連携し
て確保した酒米を活用して常温配送
が可能な発泡日本酒の開発・製造を
行う。

発泡日本酒 等

【事業名】 常温流通可能な発泡酒の開発事業

○ チルド配送の流通経路を持たない
酒販店や飲食店等の新たな販路を開
拓する。

【事業名】

○

【主な商品】 野菜、果実、花卉 等

自ら生産する野菜・果実類等を活
用してインターネット販売を行うとと
もに、直売所に来訪の機会がない
飲食店経営者を対象とすることによ
り新たな販売先を得て、農業経営の
改善を図る。

【取組概要】

地域の農家と外食産業を結び付ける農産物Ｗｅｂ販売事業

○ いちご、花卉の生産、体験型農園、
農産物直売所等で総合観光農園を
経営。

居酒屋や焼き肉店等の業者など新
たな販売先を開拓し、経営の改善を
図る。

自ら捕獲した、いのしし肉を活用し
て猪肉フランクフルト、イノシシロール
の開発・製造を行う。

自らの技術を、地域資源として活用に役立ててもらうため、全国各地
での講師活動を行っている。

(有)アグリ元気岡山 電話0866-94-6755

（岡山県総社市） http://www.noumaru.jp/

加工
直売

2011/9/1～2016/2/29【実施期間】 2011/6/1～2014/9/30【実施期間】

2011/6/1～2014/12/31【実施期間】



財団法人農業公社きびの里

市内を4地区に分け、作付計画をずら
し通年提供できるよう生産することによ
り、安定的な販売を行い、農業経営の
改善を図る。

自ら生産するトマトを使って、糖度の高いトマト
ジュースの開発・加工･販売を行う。また、インター
ネット販売により新たな販売先を開拓する。

加工
直売

○

○

クニファームのトマト栽培は、ストレスを与えることなく、のびのびと育てミネラ
ルをしっかりと吸収させることで、うまみで満たされ、甘いだけのトマトではなく酸
味とのバランスの良さ、肉質の良さを意識した、
うまいトマトを提供する。

【主な商品】 トマトジュース 等

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

株式会社クニファーム 電話080-3055-6780

（岡山県新見市） http://www.kunifarm.jp/

【取組概要】

【事業名】 トマトを利用した商品の加工・販売事業及びフルーツトマトのブランド
戦略

○

都会でサラリーマンをしていたが、『田舎で農業したい！』という思いから、岡
山県新見市でフルーツトマト栽培を開始。

加工
直売

○ 直売所への販売。また、カット野菜の加
工・販売。そうじゃ「地・食べ」ブランドをPR

し、販路を開拓する。市内惣菜店をメイン
に、飲食店、学校給食向けに販売する。

【主な商品】 カット野菜 等

そうじゃ「地・食べ」委員会 生産者部会
（岡山県総社市） 電話0866-31-9008

【取組概要】

【事業名】 地産地消を通じた地域ブランド推進事業

【促進事業者】

○

加工
直売

【取組概要】

○

AGRIブロードカントリー(株) 電話086-279-6346

（岡山県岡山市） http://www.agribroadcountry.com/

菊芋の粉末化および規格外トマト・梅を使用したジャムの製造と
販売

【主な商品】

菊芋パウダー、トマトジャム、梅ジャム 等

自ら生産するミニトマト、菊芋、梅
を活用して菊芋パウダー、トマトジャ
ム、梅ジャムの開発・製造を行う。

インターネット販売により直売所来
訪者のリピート需要の拡大を図る。

○

【事業名】

加工
直売

【取組概要】

○

有限会社 岡山県農商 電話086-275-1115

（岡山県岡山市） http://kennosho.com

【主な商品】

自ら生産するねぎを活用してカットネギ、
乾燥ネギの開発・製造を行うとともに、青
果販売での販路に加え学校給食向けや県
外食品加工業者向けに販路を開拓する。

青ネギ、カットネギ、乾燥ネギ

【事業名】 カットネギ・乾燥ネギの加工・販売事業

○ 耕作放棄地や遊休農地の有効
利用等に取組、生産拡大を図り、
地域雇用の拡大を目指す。
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2011/8/1～2015/7/31【実施期間】 2011/6/1～2016/3/31【実施期間】

2011/11/1～2016/3/31【実施期間】
2011/6/1～2015/12/31【実施期間】
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加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

【事業名】

○

【主な商品】

○

有限会社スコレー 電話0867-24-4390

（岡山県岡山市） http://www.ffjohnny.com/

新設したハウス内のカフェ（直売所併
設）をメインに、岡山市内のアンテナ
ショップや、道の駅等も視野に入れ開
拓。

フルーツソフトクリーム、ジュース、ドライフルーツ 等

自社生産するドラゴンフルーツ、加工
専用ぶどうを使ったフルーツソフトクリー
ム、フレッシュジュース、ドライフルーツ
等新商品を開発し製造・販売を行う。

【取組概要】

「ドラゴンフルーツ」と「加工専用ぶどう」を活用した新商品開発及び
販売事業

加工
直売

【取組概要】

○

有限会社 醍醐桜
（岡山県真庭市） http://www.daigozakura.jp/

真庭市特産のジャージー牛乳とフレッシュ果実入りジェラートの
開発・販売事業

【主な商品】 瓶詰牛乳、果実入りジェラート 等

自ら生産するジャージー100%生乳を低温保

持殺菌により瓶詰した牛乳、及びフレッシュ果
実入りジェラートの開発・製造を行う。ジェラート
にも自社新商品の牛乳を活用する。

既存の販路を活用した上、県内ホテルへの
卸、中国自動車道SA、各スーパー等との直取
引を行うことにより新たな販売先を開拓する。

○

【事業名】

加工
直売

【取組概要】

○

TETTA株式会社 電話0867-96-3658

（岡山県新見市） http://www.tetta.jp/

新見市哲多産の葡萄を活用したワインの自社醸造による商品化と
関連商品を含む販路開拓

【主な商品】 干しブドウ、スパーリングワイン 等

ブドウを使った加工食品の開発、販売。
開発した干しぶどうを活用した洋菓子
開発。

４年後のワインの自社醸造に向けて
の体制を整え、自社醸造の実現後、ス
パークリングワイン等新商品開発に取
り組む。

○

【事業名】

3-4

加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

○

農業生産法人タートルファーム(株) 電話0863-41-1181

（岡山県玉野市） http://www.turtle-farm.jp/

生果の既存販路を活用しつつ、自社農場で
の直売も行うことにより農業経営の改善を図
る。また、低段密植栽培等に取り組み生産性
を高める。

トマトジャム、ケチャップ、フルーツソース 等

完熟果実・野菜を使用した新商品開発を行
う。具体的には、ジャム・ケチャップ・フルーツ
ソース等の開発。

【取組概要】

施設栽培による規格外完熟果実を活用した加工食品の開発、
製造、販路開拓

2011/6/1～2014/12/31【実施期間】

2011/11/1～2014/3/31【実施期間】 2012/3/1～2015/8/31【実施期間】

2011/11/1～2016/3/31【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】

○ 飲食店や加工業者向けを中心に販
路開拓を進める。また自社農園内に、
直売所を設置し直売にも取り組むこと
で、経営の安定を実現していくことを目
標とする。

乾燥いちじく、いちじく酢、いちじくシロップ漬け

規格外いちじくを活用し、乾燥いちじ
く、いちじく酢、いちじくシロップ漬けを
開発、販売。

【取組概要】

料理素材としての「乾燥いちじく」「いちじく酢」「シロップ漬け」の商
品化及び販売

加工
直売

【取組概要】

○

アールビーシーコンサルタント(株) 電話0868-26-5205

（岡山県津山市） http://www.rbc-kk.co.jp/

【主な商品】

青うなぎの養殖技術を確立し、認知度を
高め、供給を安定化した上で、開き、白焼
き、蒲焼き等加工品開発に取り組む。

うなぎ蒲焼、白焼き 等

【事業名】 つやま青うなぎの養殖と加工販売

○ 活魚販売、加工品販売が軌道に乗った
後、岡山市中心部に手ごろな価格でウナ
ギを提供する専門飲食店の開店を目指
す。

【取組概要】

○

美作産米麹を使用し自社生産の旬素材を活用した米麹漬物と
加工・販売事業

【主な商品】 地元野菜のこうじ漬物

自社農園の野菜を活用した四季折々の
漬物の加工、販売。

美作地域の米麹を使用し、地域全体の
事業拡大と競合商品との差別化を図る。

○

【事業名】

美作市湯郷の特産品とし温泉ホテルは
もとより地元のお土産品として成長させ
る。

○

3-5

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

【取組概要】

○

株式会社 一文字 電話0869-26-2978

（岡山県瀬戸内市） http://www.ichimonji.ne.jp/

「ふくほのか小麦」と「五穀鴨 」を活用した新商品開発及び販売事業

【主な商品】 地うどん、冷凍地うどん、五穀鴨肉 等

自ら栽培するふくほのか小麦を石臼挽きで
粉体加工し、うどん・素麺・菓子など二次加
工製品に使用できる「瀬戸内市産石臼挽き
小麦粉」として商品化。

○

【事業名】

“五穀鴨”は、小麦、米など5種類の穀類を

主な飼料として飼育している。自社うどん店
での提供、食品事業者向けに販売する予定。

(株)西本建設（西本農園） 電話0868-72-5234

（岡山県美作市） http://www.furusatomimasaka.net/

加工
直売

加工
直売

久本 菊実 電話0869-66-7620

（岡山県備前市）

2012/3/1～2015/9/30【実施期間】 2012/4/1～2016/9/30【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】2012/3/1～2016/2/28【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】 シフォンケーキ、赤米粉、塩麹、ビスケット 等

生産した赤米を活用し、地域の土産物、菓子類、塩麹等
の醸造品の開発・製造・販売を行い、農業収益安定と赤米
の産地化を図ることで、地域農業の活性化を目指す。

【取組概要】

岡山県の赤米・育成品種あかおにもちを生産し使用した土産物
菓子類の製造加工販売事業

代表者が、「総社古代米生産組合」組
合長として、古代米「赤米」・県育成品種
「あかおにもち」の生産体制の確立を図り、
組合員の収益向上を目指し、「赤米」の知
名度の向上と普及活動を行っている。

○

○

○ 自社産の生姜、ニンニクの規格外品を活
用し、粉末、生姜湯、シロップ等、加工品を
開発し販売。

【主な商品】 生姜粉末、生姜湯、おろしニンニク 等

【取組概要】

【事業名】 生姜、ニンニクの保存技術を活用した新商品開発と、直接販売に
よる流通と販路開拓

地元うどん店を中心に他の飲食店に対
しても開拓していく。生姜粉末、生姜湯等
は３０～４０代の女性をターゲットとし、地
元直売所、道の駅を主な販路として開拓
する。

【取組概要】

○

【主な商品】

自社で栽培する、国産品の少ないハー
ブ２種類（セントジョンズワート、ステビア）
のハーブティーと粉末パウダーをそれぞ
れ開発し製造・販売。

ハーブティー、ハーブ粉末パウダー 等

【事業名】

○ 百貨店・量販店等や食品加工業者を
ターゲットに販路開拓。

ハーブを活用した商品（ハーブティー・甘味料）の開発、販路拡大、
地域雇用事業

定年と同時に趣味で育てていたハーブ
で観光ハーブ園を創業。

○

加工
直売

【取組概要】

○

野崎 末廣
（岡山県瀬戸内市） http://www.kaki-shiokaze.jp/

瀬戸内市虫明海域の牡蠣と魚介類を活用した商品の加工・
販売事業

【主な商品】

牡蠣の燻製オリーブ漬け、魚介の燻製 等

自らが養殖した牡蠣むき身を燻製にし、地元で生
産されたトマト、オリーブの葉とともにオリーブオイ
ル漬けした商品、及び地元で獲れた魚介類で燻製
等の商品を開発する。

【事業名】

地元ホテル、観光客向けに販路を
開拓、また、インターネットを活用し
ギフト向けにも販路を拡大する。

○

3-6

加工
直売

加工
直売

加工
直売

(株)岡本工業所（生姜農園）電話0866-92-4076

（岡山県総社市） http://www.ginger-plantation.com/

株式会社 夢百姓 電話086-279-0671

（岡山県岡山市） http://yume-hyakusho.jp/

レッドライスカンパニー(株)（岡山県総社市）
http://ameblo.jp/akagome/entry-11289867680.html

2012/6/1～2017/2/28【実施期間】

2012/3/1～2016/9/30【実施期間】

2012/6/1～2015/12/31【実施期間】

2012/4/1～2017/2/28【実施期間】



「次世代へつなぐ豊かな食卓」をコンセプト
に自ら生産した米と野菜を使った加工品（丸
餅、ドライトマト、シマウリの粕漬等）を直接
販売する。

【主な商品】

おむすび、トマトピューレ、土居分小菜の塩漬 等

【取組概要】

【事業名】 米、トマト、麦、その他野菜を使った食品添加物不使用の食品の
加工および販売事業

栽培方法を「イベント販売」や「ホームペー
ジ」を通じて顧客へ直接ＰＲして、農産物や新
商品の販路拡大へ繋げる。

○

○

合同会社蒜山耕藝 電話0867-45-7145 

（岡山県真庭市） http://hiruzenkougei.com/

中国四国地域6次産業化認定計画事例集

キクラゲの知名度アップを図るため、ホー
ムページやパンフレットを充実。

キクラゲやシイタケの特徴的成分（食物
繊維、旨み、栄養）を活かして、国産本格派
レトルトパウチ食品等の開発・製造・販売を
行う。

【主な商品】 キクラゲカレー・中華丼、シイタケの旨煮 等

【取組概要】

【事業名】 「キクラゲ」と「シイタケ」を原材料としたレトルトパウチ食品等の
開発･販売

○

○

生産工程の紹介・品質検査等の生産者の顔の「見え
る化」やキクラゲの調理法などをレシピにより紹介。

アケボノ玄米と、アケボノ玄米を使用
した「甘酒」「玄米酢」「玄米味噌」「野菜
ピクルス」「漬物」を製造、販売する。

【主な商品】 甘酒、玄米酢、漬物等

【取組概要】

【事業名】 地元米自然栽培「玄米」と玄米酢等の商品開発･ブランド化及び
販路開拓

自然食、自然派志向をターゲットにし
た地元飲食店等へ玄米や玄米を使用
した加工品を販売し、地域密着型の事
業を展開する。

○

○

エコフィード混合飼料を給与
した千屋牛精肉の販売方法の
工夫と千屋牛を活用した新商
品開発、製造、販売を行う。

【主な商品】 千屋牛テイラーメイド型商品、千屋牛しゃぶ串 等

【取組概要】

【事業名】 エコフィード混合飼料を給与した「おからを食べて育った千屋牛」
の商品開発及び販路開拓

従来の全農･JA 卸しの流通販売とは別に、顧客ニー
ズに対応した肉牛部位をインターネットによる直売や
スーパーマーケット、飲食店等へ卸販売する。

○

○

3-7

ひるぜんこうげい

加工
直売

三宝産業株式会社 電話086-221-0811 

（岡山県岡山市） http:// www.sarara.co.jp/

加工
直売

加工
直売

有限会社フクダノウサン 電話086-455-2103 

（岡山県倉敷市）

有限会社哲多和牛牧場 電話0867-96-2286 

（岡山県新見市）

加工
直売

2013/3/1～2017/8/31【実施期間】

2013/4/1～2018/3/31【実施期間】 2013/4/1～2017/2/28【実施期間】

2012/11/1～2017/9/30【実施期間】

○
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紅茶専用品種「べにふうき」を使用した
リーフティー及び自社紅茶とハーブ等をブ
レンドした紅茶新商品の開発、製造、販売
を行う。

【主な商品】 紅茶ティーバッグ、べにふうき紅茶 等

【取組概要】

【事業名】 紅茶専用茶葉を使用した自社紅茶のブランド化と紅茶関連商品の
開発、及び販路構築事業

新見市大佐の自然環境を活用し、生産量
を増大させ、自社紅茶のブランドを構築する。

○

○

ペンション事業で実施している体験などの
グリーンツーリズム事業で地域振興を図る。

○

自社生産するぶどうを活用したぶどう
大福、ぶどうキャンデーの新商品を開
発、加工、販売する。

【主な商品】 ぶどう大福、ぶどうキャンデー

【取組概要】

【事業名】 ニューピオーネを使った、新味覚「ぶどう大福」と「ぶどうキャンデー」
加工販売

ぶどう大福は市内の道の駅、休暇村等
や既存商品の販売店で販売する。
また、ぶどうキャンデーは自社の直売
所を整備して販売するほか、近隣行楽
地で直売できる販路先を広げていく。

○

○

新たに加工所兼販売店舗を整備
し、自社で生産した卵を活用したス
イーツ、塩味付きたまご等の新商
品を開発、製造、販売する。

【主な商品】 塩味付き茹で卵、クレームブリュレ、シフォンケーキ 等

【取組概要】

【事業名】 自社生産する鶏卵を利用したスイーツ・味付き卵等の新商品の
開発・販売事業

商品は新設した販売店舗と既存の卵販売ルートであ
る道の駅、青空市等で販売するほか、既存のホーム
ページを再編し、幅広い年代にＰＲ、販売する。

○

○
自社生産の安納芋を活用した、冷
凍焼き芋、干し芋、洋菓子及びそば
を使用した加工品開発を行う。

【主な商品】 冷凍焼き芋、干芋、そば 等

【取組概要】

【事業名】 自社生産の安納芋及びそばを活用した加工品の開発、製造及び
販路開拓

新商品は百貨店、スーパーへの卸販売や
自社直売所、インターネットによる直売を行
う。また、そばは自社の飲食スペースでの販
売も行う。

○

○
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株式会社吉備の国野菜村 電話0867-34-088

（岡山県吉備中央町）

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

加工
直売

オブリガード有限会社 電話0867-66-4194 

（岡山県真庭市）

株式会社アーリーモーニング電話0867-98-3939 

（岡山県新見市） http://www.earlymorning.jp

加工
直売

加工
直売

有限会社たかた採卵 電話0865-65-1577 

（岡山県笠岡市）

2013/6/1～2017/12/31【実施期間】
2013/5/1～2018/4/30【実施期間】

2013/4/1～2017/3/31【実施期間】
2013/7/1～2018/6/30【実施期間】
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椎茸用原木や薪等の製品にならない規格外
木材、林地残材を活用した広葉樹ペレットの新
商品を製造、販売する。

【主な商品】

広葉樹ペレット（業務用）、広葉樹ペレット（家庭用）

【取組概要】

【事業名】 林地残材広葉樹を使用した木質ペレットの製造・販売

販売先としては、法人向けには温浴施設、農
業施設への直販や農業資材等販売業への卸
売。一般向けには消費者への直販や流通業
者等小売業者への卸売を行う。

○

○ 7種類のきのこをたっぷり使用した新
商品を開発、製造、販売を行う。また、
新たにえのきを栽培し、加工品のバリ
エーションを豊富にする。

【主な商品】 きのこおこわ、きのこまぜごはんの素、きのこ佃煮 等

【取組概要】

【事業名】 ７種類のたっぷりきのこを活用した加工商品の開発及び販売

○

○

販売先としては既存販売ルートである美作
市内の道の駅、直売所に限定。軌道にのれ
ば市外や県外の既存取引先へと販路を拡
大する。

自ら生産した大粒銀杏「喜平」を殻剥ぎ等
の処理を行い、殻剥ぎ銀杏、銀杏リキュール
等新商品の開発、製造、販売を行う。

【主な商品】 殻剥ぎ銀杏、串刺し銀杏、銀杏リキュール等

【取組概要】

【事業名】 雲海の上で実った大粒銀杏「喜平」の通年販売可能な加工食品
の開発・販売

殻剥ぎ銀杏、串刺し銀杏は卸売りやイン
ターネットにより飲食店向けの業務用として
販売。銀杏リキュール、銀杏ピクルス等は個
人向けに卸売りやインターネット販売する。

○

○ 近年、漁獲の増加により魚価安となっ
ているハモの加工品を製造販売し、需要
の拡大を図る。

【主な商品】 ハモの切り身、ハモの湯引き

【取組概要】

【事業名】 岡山県産を中心とした瀬戸内海産のハモの加工と販売

地元食材の取扱いに積極的な学
校給食や生協の要望に応じて商品
開発し販売する。

○

○
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株式会社福嶋きのこ園 電話0868-72-3274 

（岡山県美作市）
加工
直売

加工
直売

株式会社モリサキ 電話0866-45-3112 

（岡山県高梁市）

加工
直売

有限会社西山林業 電話086-957-9833 

（岡山県赤磐市）

岡山県漁業協同組合連合会 電話086-262-4443 

（岡山県岡山市）
加工

2013/6/1～2018/3/31【実施期間】 2013/6/1～2017/12/31【実施期間】

2014/4/1～2018/3/31【実施期間】
2013/6/1～2017/9/30【実施期間】
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自社で肥育した交雑牛「奈義乃黒牛」、
和牛「黒毛和牛」の精肉を氷温熟成した
商品を販売する。

【主な商品】 奈義乃黒牛精肉、ランチセット、ディナーセット 等

【取組概要】

【事業名】 自社生産牛を使用した氷温熟成商品開発と販路開拓および食肉
加工事業と飲食事業の展開

精肉は県内飲食店、ギフト商品は自
社店舗及び自社HPで販売。
○

○

また、自社精肉を活用したメニューを
提供するレストラン経営を行う。
○

自ら育成したブラウンスイスの生乳を
使用したチーズの製造・販売を行う。

【主な商品】
チーズ（ストリング、カチョカバロ、ハーブチーズ） 等

【取組概要】

【事業名】 自ら生産するブラウンスイスの生乳を原料とした津山グルメチーズ
の製造販売

ブラウンスイスはホルスタインのチー
ズに比べミルクの風味がしっかりと出て、
まろやかなチーズに仕上がる。

○

○

既存販路、自社HPでネット販売を行
う他、飲食店等へ販路拡大を図る。

○

自ら生産するブドウ、ブラックベリー等
6種類の果実の規格外品を加工し、6種
類のドライフルーツログを開発、製造す
る。

【主な商品】 ドライフルーツログ（ブドウ、ブラックベリー等）

【取組概要】

【事業名】 ドライフルーツログの研究開発及び販売

既存販路である道の駅等に販売する
他、新たに百貨店、ワインバー等への
販路拡大を行う。

○

○ 自社で生産した黒大豆の深煎りパウ
ダーと米粉を活用して、グルテンフリー
スイーツの製造、販売を行う。

【主な商品】 深煎り黒大豆入りのブラウニー、ラスク、クラッカー

【取組概要】

【事業名】 自社産黒大豆と米粉を活用したグルテンフリースイーツの製造販売

イベント等での対面販売、県内の道
の駅、自然食品店等既存販路先の他、
新たに首都圏の百貨店やカフェ等への
販路拡大を図る。

○

○
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加工
直売

加工
加工
直売

株式会社 坂手ファーム 電話0868-42-2923 

（岡山県津山市）

合同会社のふう 電話0868-3８-5552 

（岡山県勝央町）
ホトトギス株式会社 電話086-724-1501 

（岡山県岡山市） http://www.hototogisubakery.com/

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

株式会社Original Quchi 電話0868-36-3745 

（岡山県奈義町）

2014/12/1～2019/9/30【実施期間】2014/6/1～2018/11/30【実施期間】

2014/3/1～2018/12/31【実施期間】 2014/4/1～2019/3/31【実施期間】



加工
直売

自ら生産したピオーネを活用して、
ピオーネドライフルーツを入れたサラ
ミーノ、乳酸菌入りピオーネ飲料等
新商品の開発、製造を行う。

【主な商品】
サラミーノ、乳酸菌入りピオーネ飲料、ピオーネゼリー 等

太田 勝豊 電話0867-34-0539 

（岡山県吉備中央町） http://kahouan.shop-pro.jp/

【取組概要】

【事業名】 ピオーネを使った高級スイーツと乳酸菌入り飲料の開発・製造・
販売による高付加価値化事業

百貨店や道の駅等既存販売先の
他、イベント等での対面販売を行う。

○

○

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

自ら漁獲したアミエビと天然青ウナギ
を活用して、アミエビの佃煮、ウナギの
冷凍加工品の製造、販売を行う。

【主な商品】 アミエビの佃煮、ウナギの冷凍加工品

【取組概要】

【事業名】 九蟠地区で漁獲したアミエビ・天然青ウナギの加工品開発

アミエビの佃煮は県内の道の駅やホ
テル等に販売、ウナギ冷凍加工品は飲
酒店に販売するとともに、首都圏の飲
食店等への販路拡大を図る。

○

○

加工
直売

農作業を通して障がい者、高齢者が社会
活動に参加できる場、農福連携のモデルと
して「ど根性ファーム」を設立。

【主な商品】 カットネギ

合同会社 ど根性ファーム 電話086-420-1500 

（岡山県倉敷市）

【取組概要】

【事業名】 ネギを加工することによる高付加価値化と高齢者、障がい者の社会
参加促進による農福連携

自社で生産したネギを活用し、グループ
会社の配食部門の他、外食産業等の販売
先からの要望に応じたカットネギの製造・
販売を行う。

○

○

また、ネギの栽培方式を改善して生産量の
確保と品質の向上を図る。

○

自社で生産した規格外品の岡山白桃
を活用したパイ等新商品の開発、製造、
販売を行う。

【主な商品】

岡山の白桃パイ(パイ包タイプ、パイ皿タイプ)、岡山
の白桃ロールケーキ

【取組概要】

【事業名】 岡山の白桃を活用したスイーツの開発及び販売

販売は自社店舗やネット通販に加え、
首都圏の特産品販売店への卸販売を
行う。

○

○

3-11

ウナギ水産 内田 雅貴 電話080-8231-4601 

（岡山県岡山市）

加工
直売

加工
直売

有限会社桃茂實苑 電話086-955-1928 

（岡山県赤磐市）

2014/11/1～2019/6/30【実施期間】

2015/4/1～2018/3/31【実施期間】
2015/1/1～2017/12/31【実施期間】

2015/1/1～2019/12/31【実施期間】
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加工
直売

当農園で生産した多品種のぶどうの規格
外品を活用し、丸ごと果肉を盛り付ける等、
特徴のある加工品の開発、製造、販売を
行う。

【主な商品】

丸ごとぶどうのゼリースムージー、セミドライぶどうのチョコレートコーティング
スイーツ 等

竹原 一郎 電話0866-55-5308 

（岡山県岡山市）

【取組概要】

【事業名】 自農園で採れた５種類のぶどうを活用した加工品の製造販売

当面は既存の自農園直売所やインターネッ
ト販売で知名度向上を図り、その後、プロモー
ションを行いながら百貨店等へ販売する。

○

○

直売

【主な商品】 鶏卵

株式会社めぐみ 電話086５-284-2810 

（岡山県浅口市）http://www.yume-no-tamago.jp/

【取組概要】

【事業名】 鶏卵と地域産品を品揃えした地元密着型直売店の開設

○

○ 鶏卵の収益性向上のため、自社
敷地内に開設した直売所で地元消
費者に直接販売する。

当社の鶏卵を中心に、地元生産
者が生産した地域産品も豊富に品
揃えし、売上げの向上を目指す。

加工
直売

自社生産した岡山甘栗（岡山県が開発した岡
山１号、岡山２号、岡山３号の総称）の「渋皮が剥
き易い」「甘味が豊か」といった特徴を生かしたむ
き栗及び焼き栗の製造・販売を行う。

【主な商品】 むき栗、焼き栗

有限会社アグリマスター 電話0868-38-4066

（岡山県勝央町）

【取組概要】

【事業名】 自社生産した岡山甘栗を原材料にした「むき栗・焼き栗」の製造販売

むき栗は、県内の菓子製造業者、加工食品業
者、飲食店等を中心に卸売を行う。

焼き栗は、県内の道の駅・高速道路サービス
エリア等店頭、地元のイベント等で、一般消費者
に対し直接販売をしていく。

○

○

新たな顧客を獲得するため、視認性の
高い看板の設置、チラシ配布、ＨＰのリ
ニューアルなどの工夫により認知度を向
上させ、ぶどうと桃の直売による販売量
の増加、収益の安定化を目指す。

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】 自ら栽培したぶどうと桃を対象とした新販売方式の導入

直売所を建設し、お土産や進物用、イ
ベントの景品等、高級果実を販売する店
舗として、一般の直売所とは一線を画し
た店舗を目指す。

○

○

ぶどう、桃

3-12

直売
市川 俊美 電話086-284-2810 

（岡山県岡山市） http://gokaen.shop-pro.jp/

2015/3/1～2019/12/31【実施期間】

2015/12/1～2018/12/31【実施期間】2015/12/1～2020/3/31【実施期間】

2015/11/1～2019/5/31【実施期間】

○
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１００年の歴史のある当園で生産した、ブラン
ド品の清水白桃の規格外品のみを使用し、収
穫後できるだけ早く加工することで型崩れしな
い、高鮮度の清水白桃コンポートの製造・販売
を行う。

半斗缶入り清水白桃コンポートも製造し、加
工品メーカー等への新たな販売も行う。

加工
直売

【主な商品】

髙橋農産株式会社「ばしたか」 電話086-444-8110 

（岡山県倉敷市） http://bashitaka.com

【取組概要】

【事業名】 連島れんこんを使ったドレッシングの製造販売と直売スペースの開設

顔の見える販売へのニーズが高まっ
ていることから、自社内に直売スペース
を開設し、新たな販売ルートの開拓を
行い、売上げの向上を目指す。

○

○ 自ら生産したれんこんの商品外を活
用し、れんこんドレッシングの商品開発
及び製造・販売を行う。

れんこんドレッシング（ピリ辛味）
れんこんドレッシング（カレーマヨ味）

加工

【主な商品】 清水白桃コンポート、半斗缶入り清
水白桃コンポート

株式会社宝実園 電話086-284-7235

（岡山県北区芳賀） http://fruitlandokayama.sakura.ne.jp/

【取組概要】

【事業名】 清水白桃コンポートの製造販売

○

○

加工
直売

約７haで10品種のお茶を栽培し、緑茶及
び美作地方の特産品「日干番茶」を製造。

【主な商品】
仕上げ茶、メレンゲクッキー
ジェノベーゼ風パスタソース

有限会社海田園黒坂製茶 電話 0868-72-2801

（岡山県美作市）

【取組概要】

【事業名】 自社栽培の茶葉を使用したスイーツ等新商品開発・販売事業

○

○

本事業において、自社製造の「日干番茶」
を原材料とした、メレンゲクッキーとジェノ
ベーゼ風パスタソースの商品開発及び製
造・販売を行うことにより、売上の向上を目
指す。

加工

【主な商品】

有限会社田中農園 電話 0868-22-5723 

（岡山県津山市）

【取組概要】

【事業名】 自社生産の柿を活用した新商品開発・販売事業

当農園が６次産業化に取り組むこと
で、地域商品のPRに繋がる等、地域へ
の波及効果及び果樹栽培生産者への
収益向上のモデルとしても寄与する。

○

○ 当農園で生産した規格外品の柿を活
用した「あんぽ柿」と「柿ヨーグルトドレッ
シング」の商品開発及び製造・販売を
行い、当農園のブランディングを高め、
所得の向上をめざす。

柿、あんぽ柿、柿ヨーグルトドレッシング
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2016/3/1～2020/4/30【実施期間】

2016/4/1～2020/7/31【実施期間】
2016/4/1～2020/9/30【実施期間】

2016/4/1～2020/6/30【実施期間】
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加工
直売

当社で生産するもち米（特別栽培米）を
使用した「雑穀餅」及び「たまごバター餅」
を製造・販売することにより、所得の向上
を図る。
販路は、既存取引先である農産物直売
所とスーパーの産直コーナー等に委託販
売するとともに新規の取引先を確保し、
売上げ向上を目指す。

【主な商品】 雑穀餅、たまごバター餅

株式会社コアラファーム 電話 086-428-3931

（岡山県倉敷市） http:// www.88kome.net/ 

【取組概要】

【事業名】 当社で生産したもち米を使用した雑穀餅・たまごバター餅の製造販売

○当社で生産した桃太郎トマトを活用し、話題
性のあるトマトの加工品としてトマトソフトクリー
ムの商品開発・製造を行い、当社直売所及び
イベント等へ出店し、消費者へ直接販売を行う。
また、当ソフトクリームの名物化による直売
所の来店客数の増加により、トマト等青果販売
の売上向上を図る。

【主な商品】 トマトソフトクリーム

【取組概要】

【事業名】 桃太郎トマトを使ったソフトクリームの製造・販売

○

加工

【主な商品】 百日漬白菜、白菜漬、刻みすぐき、
すぐき菜、赤カブ茶漬、赤カブ

株式会社天政農園 電話 0868-78-2113

（岡山県美作市）

【取組概要】

【事業名】 自社で生産した農産物を使用した漬物の製造販売

○ 当社で生産した白菜、すぐき、カブを使用し、
地場の漬物加工業者に委託することで、原料
収穫後素早く塩漬け加工を行うことにより、素
材の食感を残し、まろやかでコクの深い味わい
の特徴をもつ漬物を製造・販売する。
また、商談会で引合いのあった首都圏を中

心に自然食品を扱う卸売業者等への販路拡大
を図り、売上の向上を目指す。

加工
直売

【主な商品】

有限会社アグリ元気岡山 電話 0866-94-6755 

（岡山県総社市） http://www.noumaru.jp/

【取組概要】

【事業名】 自社生産いちごを使った土産用スイーツの製造と販売

○ 自社生産した６品種のいちごの特徴を
活かし、新鮮かつ完熟したいちごを使用
した、「完熟いちご」のロールケーキ、
ホールケーキ及びショートケーキの商品
開発・販売を行う。販売は、当社直営店
舗の店頭で行う。
本事業に取り組むことで、売上高と来
園客数の向上を図るとともに、地域産の
果物を広くアピールすることで地産地消
の推進を行う。

ロールケーキ、ホールケーキ、ショートケーキ
3-14

加工
直売

株式会社みつの里 電話 086-724-2959

（岡山県岡山市）http://mitsato.com/index_pc.php

2016/11/1～2019/7/31【実施期間】

2016/12/1～2021/7/31【実施期間】 2017/1/1～2021/2/28【実施期間】

2016/5/1～2019/3/31【実施期間】
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加工
直売

【主な商品】 マスカットソフトクリーム

ふなおワイナリー有限会社 電話086-552-9789

（岡山県倉敷市） http://www.funaowinery.com/

【取組概要】

【事業名】 マスカット・オブ・アレキサンドリアを使ったソフトクリームの販売

○

「おかやま有機無農薬農産物」の野菜を使ったオーガニックベジ
タブルブロス（野菜出汁）の製造販売

加工
直売

【主な商品】

川越 敬子 電話 086-724-3749

（岡山県岡山市） http://okayama-organic.jp/

【取組概要】

【事業名】

○自社で生産しているマスカット・オブ・アレキサ
ンドリア（以下「マスカット」という）を活用したワ
インの搾り残渣及びワインに使用できない２番
成りのマスカットに、マスカットの青果を併せた
シロップを開発し、その香り豊かで高級感のあ
るシロップをかけた他社にないマスカットソフト
ク リームの商品開発及び販売を行う 。
新商品を当社直売所及びイベント出店で販

売を行うことにより、売上の向上を目指す。

当農園（おかやまオーガニック）で生産した有機ＪＡ
Ｓ規格を満たした上で、更に厳しい化学肥料や農薬
を一切使わない独自の規格を設け、岡山県が認定し
た農産物である「おかやま有機無農薬農産物」の一
般流通による販売の難しい規格外品を使用した「ベ
ジタブルブロス（野菜出汁）」の製造販売を行う。
販路については、家庭用の個人向け販売とホテ

ル・レストラン用の業務用販売を行うことにより、所得
の向上を目指す。

ベジタブルブロス

加工
直売

【主な商品】 いちご葉茶（ドライいちご＆セイロン
紅茶入り、ドライいちご入り、焙煎黒
豆入り）

株式会社花きかく苑 電話 0868-74-1577

（岡山県美作市）http://sumatoku.jp/hanakikakuen/

【取組概要】

【事業名】 いちご葉を活用した加工食品の新商品開発・販売事業

○ 自社生産のいちごの葉を原材料として使用し
た「いちご葉茶」の新商品開発を行う。いちご葉
と味の相性が良くて飲みやすい新商品として、
ドライいちご＆セイロン紅茶入り、ドライいちご
入り、また地域農産品である黒豆を活用した香
ばしい味が特徴の焙煎黒豆入りの計３商品を
開発・販売する。

加工
直売

【主な商品】

株式会社山田みつばち農園 電話0868-54-5515 

（岡山県鏡野町）https://www.mitsubachi-nouen.com/

【取組概要】

【事業名】 自社生産した生姜の一次加工品の製造・販売の実施

○ 当社で生産した生姜の一次加工品を製造
する。飲料や調味料等加工食品メーカーな
どの食品加工事業者からの要望を受け、生
姜の搾汁及び粉末を商品化し、生姜の一次
加工品メーカー機能の構築を目指す。
このことにより、さらなる売上の向上を図り、
また、より一層地域住民の雇用創出や農業
振興に貢献する。

生姜搾汁、生姜搾汁残渣粉末、
生姜粉末

3-15

2017/4/1～2022/3/31【実施期間】

2017/3/1～2021/12/31【実施期間】

2017/2/1～2021/12/31【実施期間】

2017/3/1～2020/4/30【実施期間】
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加工
直売

【主な商品】

平尾 雅子 電話 090-1680-5736 

（岡山県赤磐市）

【取組概要】

【事業名】 桃と柿を利用した、「桃のシラップ漬」と愛宕柿の「冷凍あわせ柿」の
製造加工販売

○ 自らが栽培する桃と柿（愛宕柿）を出来るだけ
生鮮に近い状態で冷凍保存することで、通年販
売が可能な、「桃のシラップ漬」と「冷凍あわせ
柿」の新商品開発と販売を行い、安定した所得
の向上を目指す。

桃のシラップ漬け、桃のシラップ漬けプレミアム、
冷凍あわせ柿

加工
直売

【主な商品】 サンジョヴェーゼの赤ワイン

野波 晶也 電話 080-1052－7683

（岡山県新見市） http://okayamawine.jp/

【取組概要】

【事業名】 サンジョヴェーゼ種を使ったワインの生産販売

○ 希少性の高いイタリア品種であるサンジョ
ヴェーゼを使用し、高級志向の顧客をター
ゲットにした赤ワインを自家醸造することで、
今後、ワイン関連ビジネスの拡大・展開を図
る。

将来的に小さなワイナリーを営み、岡山の
真面目で丁寧なぶどう作りから出来る良質
なぶどうを原料とした、ここでしかできない高
品質なワインを提供していく。

加工
直売

【主な商品】 野菜染麻ストール

株式会社倉敷ベジ・ラボ 電話 086-463-7733

（岡山県倉敷市）

【取組概要】

【事業名】 野菜染麻ストールの製造・販売

○ 自ら生産した玉ねぎの皮を活用してストー
ル、衣料、バックなどへの野菜染を行う。本事
業では、肌に優しい麻でも染色できる独自技
術を開発した。新商品名は「野菜染麻ストー
ル」。
天然素材にこだわりを持つ方、肌に悩みを抱
えている方への販売を行う。特に首都圏の50

～70歳代の女性を中心に販売を強化し、所得
向上を目指す。

加工
直売

【主な商品】 みついも焼きケンピ、みついもグラッセ
みついもバター

井原石材有限会社 電話 0866-62-0232

（岡山県井原市） http://www.soun-farm.jp/

【取組概要】

【事業名】早雲蜜芋を活用した加工品（ケンピ、蜜芋バター、グラッセ）の事業拡大

○ 自社で栽培したさつまいも（早雲蜜芋）
を活用し、予ねてからニーズのあるノンフ
ライの「みついも焼きケンピ」や、女性高
齢者から柔らかく甘い商品として需要の
ある「みついもグラッセ」、今までにない新
感覚のパンのトッピングやお菓子作りの
素材として市場性が見込まれる「みついも
バター」の開発・製造・販売を行う。

3-16

2018/1/1～2022/12/31【実施期間】

2017/11/1～2022/3/31【実施期間】 2017/12/1～2022/4/30【実施期間】

2017/10/1～2021/12/31【実施期間】
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加工
直売

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】 もち玄米と桃太郎ぶどうを使った歯ごたえのあるグラノーラの製造・販売

○

佐倉弘昌･佐倉千恵子 電話 086-957-2808

（岡山県赤磐市） http://www.sakuranouen.com/

佐倉弘昌氏の栽培期間中農薬不使
用の「ハクトモチ」と、佐倉千恵子氏の
「桃太郎ぶどう」を使用し、働く女性を
ターゲットとした「もち玄米グラノーラ」
を製造・販売することで、もち玄米と桃
太郎ブドウの販路拡大を図る。

加工
直売

【主な商品】 水出し菊芋茶、菊芋チャイ、菊芋ポタージュ、菊芋ピクルス、
菊芋パエリア

江尻 伸雄 (耕せファーム)      電話 0866-62-8839

（岡山県井原市） http://www.tagayasefarm.jp/

【取組概要】

【事業名】岡山県産の菊芋を使用した新商品開発と製造・販売

○「忙しく働く女性でも、簡単に毎日の食卓に取
り入れられるもの」、「完全なインスタント食品
でなく、手軽にひと手間加えることによって、作
る喜びと満足感を得られるもの」を商品コンセ
プトに、自ら生産した菊芋でチャイ、ポタージュ、
ピクルス、パエリア等の新商品を開発し、健康
志向の高い30代から50代の女性をターゲット

に販路拡大を図り、地域における雇用の拡大
と活性化に繋げて行く。

直売

【取組概要】

【事業名】殻付き牡蠣（生食用）販売による牡蠣の付加価値向上事業

○

藤井 和平 電話 0865-68-3751

（岡山県笠岡市） https://kitaki-kaki.com/

【主な商品】
殻付き牡蠣（生食用）、殻付き牡蠣（加熱用）

自社で養殖した牡蠣を、これまでの「殻
付き牡蠣（加熱用）」以外に「殻付き牡蠣
（生食用）」として商品化し、新たな需要
が見込まれる関東・中部・関西方面の卸
売業者（仲買業者及び飲食店事業者）に
販売を開始する。これにより、販売単価
を上昇させ、経営の改善や所得向上を
図る。

加工
直売

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】自社農園で採れたいちごを活用した加工品の製造販売

○

株式会社 おおもり農園 電話 086-279-8391

（岡山県岡山市）http://milky.geocities.jp/rai_hoo/index.html

自社農園産の冷凍いちごから抽出
したエキスを使用した商品の開発・
製造・販売を行う。商品は、既存販
路の飲食店へカクテル・ノンアル
コールカクテルの原料として販売を
行うとともに、自社農園の来店客に
いちごジュースとして販売することに
より、年間を通じた収益の確保や、
雇用の拡大を目指す。

苺のしずく

3-17

2018/3/1～2022/12/31【実施期間】

2018/4/1～2021/12/31【実施期間】

2018/4/1～2022/9/30【実施期間】

2018/2/1～2022/12/31【実施期間】
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加工
直売

株式会社 卵娘庵 電話 086-250-6497

（岡山県岡山市）

【取組概要】

【事業名】平飼い卵を活用した新商品開発と販路開拓事業

○

加工
直売

【取組概要】

【事業名】ピオーネを使ったピオーネチョコの開発・製造・販売

○ 自社農園のピオーネを活用した、
ピオーネチョコを開発し、自社の
販売ルートや新規販路を通じて
販売することで、年間を通じた雇
用や青果以外の売上を確保する。
また、耕作放棄地への新植等に
よる規模拡大を行うことにより収
益の改善を図る。

【主な商品】 ピオーネ、ピオーネの加工品（飲む酢、チョコ、干しブドウ）

東真産業株式会社 電話 0867-44-2361

（岡山県真庭市） http://hanaemi-nouen.com/

【主な商品】
たまごたっぷりカステラ、
ミニカフェせん等平飼い卵のスイーツ

自社で平飼い飼育している鶏の余剰卵
を活用し、カステラ等の加工品の開発、
販売を行う。商品は、高級感あるパッ
ケージとし、お土産や贈答用等として販
売することで、卵の付加価値向上や経営
の改善、所得の向上を図る。

【取組概要】

【事業名】桃を贅沢に詰め込んだ「生桃」に近い加工品の製造・販売

○

果樂株式会社
（岡山県倉敷市）

【主な商品】 清水白桃の丸ごと贈答品「水熟桃」
白桃のビン入り桃 「KIN NO MOMO」
「たから桃」（sui juku brand）

旬が短く長期保存が難しい桃を原料
に、皮付きのまま長期保存が可能な
加工品を開発し、限りなく生果に近
い食感と風味の桃がいつでも味わえ
るプレミアムな商品として販売するこ
とで、他社との差別化を図り、新たな
販路を確保し所得の向上を目指す。

http://www.karakuinc.com
http://www.tourian.jp

電話 086-527-8281加工
直売

加工
直売

一般社団法人宇治雑穀研究会
（岡山県高梁市） 電話 086６-2９-２００１

【取組概要】

【事業名】もち麦を活用した地ビールの開発と販路拡大

○ 地域で取り組んでいる「もち
性二条裸麦」を活用した新た
な地ビールを製造・販売する
ことで、農林漁業及び関連事
業の所得向上を図るとともに、
耕作放棄地の解消など地域
の活性化に寄与する。

【主な商品】 もち麦入り地ビール（２０％）

3-182018/12/1～2022/12/31【実施期間】

2018/4/1～2022/9/30【実施期間】

2018/9/1～2022/10/31【実施期間】

2018/6/1～2023/5/31【実施期間】
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加工
直売

【取組概要】

【事業名】 高梁の唐辛子を活用した新商品開発による吹屋の地域おこし

○紅色の町並みが残る高梁市吹屋地域
らしい特産品として、「紅」に着目した
唐辛子を活用した新たな新商品「唐辛
子ふりかけ」を製造・販売することで、
農林漁業の所得向上を図るとともに、
耕作放棄地の解消など地域の活性化
に寄与する。

加工
直売

【取組概要】

○

【主な商品】 特選初摘み味付けのり

守谷 彰彦 電話 086-479-9693

（岡山県倉敷市）

【主な商品】 唐辛子ふりかけ

【取組概要】

○

奥野 靖之
（岡山県岡山市）

【主な商品】 トマトジュース

電話 086-239-7385加工
直売

加工
直売

農業法人株式会社D&Tファーム
（岡山県岡山市）

【取組概要】

【事業名】バナナ青果の生産拡大と加工品の商品化による販路拡大事業】

○

【主な商品】 バナナジャム

【事業名】 一番摘み海苔を使用した味付け海苔の開発・製造・販売

【事業名】 ミニトマトのみを使用したトマトジュースの開発・販売

http://www.dt-farm.com

電話 086-363-0877

独自の品種改良技術「凍結解凍覚醒
法」で栽培した「もんげーバナナ（皮ご
と食べられるバナナ）」のＢ級品を活用
したバナナジャムを製造・販売するとと
もに、生産拠点の拡大・統合による高
効率化で、農林漁業及び関連事業の
所得の向上を図る。

主力であるミニトマト（千果）の規格外品を
活用したトマトジュースを製造・販売する。

当農園は、【トマトの生きる力＝トマト本来の
味】を栽培方針として、栽培したトマトは他社
より糖度が高く甘い。

当農園のファンは増加中であり、今回加工
品を開発したことで、青果販売と加工品の
相乗効果は図る。

希少価値の高い一番摘み海苔を使
用した「初摘み海苔」を開発した。水揚
してすぐに加工処理を行い販売するた
め、新鮮で風味が良い商品を消費者
に提供することが出来るため、商社・
卸売などを通した他社商品と差別化を
図る。

この取組みにより農林漁業の所得向
上と経営安定を図る。

佐藤 拓也 電話 080-1487-6077

（岡山県高梁市） https://satotakunejp.stores.jp/
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2019/2/1～2023/12/31【実施期間】

2019/2/1～2023/10/31【実施期間】2019/2/1～2023/12/31【実施期間】

2019/2/1～2023/12/31【実施期間】



【取組概要】

○
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加工
直売

【取組概要】

○

【主な商品】 もち麦黒糖、黒豆黒糖、えごま黒糖

【取組概要】

○

【主な商品】 新見ワイン（自然派ワイン）
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加工
直売

【事業名】 もち麦・黒大豆・えごまを用いた新商品の開発・製造・販売

【事業名】 自社醸造場を建設し、自然派ワインの製造・販売

自らが生産する果樹・野菜と近隣農家
の農産物を提供するため、新たに産
直店舗を設置し、「酵母入り桃ジュー
ス」、「季節野菜の浅漬け」を製造・販
売する。この取組みにより、農林漁業
の所得向上を図るとともに、耕作放棄
地の解消など地域の活性化に寄与す
る。

自家醸造に切り替え、新たな育成品種マ
スカット・ベリーAを原料に、自然派ワインの
製造・販売を行う。

具体的には、自然派ワインの最大の特徴
である酸化防止剤の亜流塩酸を一切使用し
ないワインを自家醸造することでワイン愛好
家の心を掴み、新たな販路開拓と経営改善、
収益向上を目指す。

NPO法人の農業部門を引継ぐことで、

自らが生産したもち麦・黒大豆・えごま
を原材料に奄美大島産の黒糖で味付
けした「もち麦黒糖」「黒豆黒糖」「えご
ま黒糖」の新商品の開発・製造・販売
を行う。

このことにより、農林漁業の所得向
上を図るとともに、NPO法人に作業委

託することで、利用者のさらなる所得
向上に寄与する。

株式会社くらしき桃源郷 電話 086-522-1360

（岡山県倉敷市）

加工
直売

【事業名】 農産物の産直店舗の新設と加工品販売事業

【主な商品】 酵母入り桃ジュース、季節野菜の浅漬け

完成予想図

保坂 耕三 電話 090-3934-1343

（岡山県新見市） https://shop.coltrada.com/

礒山 和博 電話 0868-74-2580

（岡山県美作市） http:// hyakusyomon.com/

2019/3/1～2023/12/31【実施期間】2019/4/1～2023/12/31【実施期間】

2019/3/1～2023/12/31【実施期間】



中国四国地域６次産業化認定計画事例集

28

加工
直売

株式会社 米見 電話 0867-94-2360

（岡山県新見市） http://www.yonami-okome.jp/

【取組概要】

【事業名】米を原料とした塩麹味噌とジビエ（いのしし）を活用した加工品の製造
販売

○全国コンテストでおいしいお米として金
賞を受賞した経験のある生産者が作
る米を原料に醸造した付加価値の高
い塩麹味噌と、自らが狩猟・捕獲した
ジビエ（いのしし）肉や地元の野菜を活
用した新たな加工品「ジビエ肉塩麹味
噌」の製造・販売を行うことにより、農
業所得と地域雇用の向上に結び付け
て行く。

加工
直売

【取組概要】

○

【主な商品】 マルハチ旨味椎茸 マルハチ生椎茸

ネクストイノベーション(株) 電話 0863-53-9696

（岡山県玉野市） http:// next-innovations.net/

【主な商品】 ジビエ肉塩麹味噌
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【事業名】自社農園で収穫したシイタケを活用した乾シイタケの製造販売

独自開発したスマートアグリファクトリー
（営農型太陽光発電設備）を活用して原木
椎茸を栽培し、新しい乾燥法と天日仕上
げによる乾椎茸の製造販売を行う。新乾
燥法によりお湯で１０分で戻せて毎日の料
理に気軽に使える。さらに、天日仕上げに
より、健康によいとされるビタミンＤ含有量
が向上した。「マルハチ旨味椎茸」としてブ
ランド化により他社との差別化を図り、ス
マートアグリファクトリーの知名度と農業所
得の向上を目指す。

加工
直売

【取組概要】

○

いちけんファーム株式会社 電話 0869-66-0377

（岡山県備前市）http://www.ichiken-farm.com/

【事業名】自社米を使ったおにぎり・弁当の開発・販売事業

地域の耕作放棄地解消のために設立
した会社で、自らが生産した米と地域
の食材を使った「おにぎり」「おにぎり
弁当」の製造を行い、新店舗での販売
および配達を行う。

この取組みにより、所得の向上と経
営の安定を図るとともに、耕作放棄地
の解消など地域の活性化に寄与する。

【主な商品】 おにぎり おにぎり弁当

2019/4/1～2023/12/31【実施期間】

2019/5/1～2024/4/30【実施期間】

2019/4/1～2023/6/30【実施期間】

加工
直売

【取組概要】

山﨑瑞基 電話 086-451-5511

（岡山県倉敷市） http://www.47club.jp/32M-
000074qfm

【事業名】 下津井たこの規格外を活用した新商品「真蛸唐揚げ」「カットたこ」
の開発と販路開拓

○倉敷市下津井で水揚げされるタコの規
格外品を活用した「真蛸唐揚げ」「カットた
こ」を製造し、インターネット販売に加え、新
たに小売店、飲食店等へ販路を拡大する
ことで、漁業の経営安定と所得の向上を目
指す。

【主な商品】 真蛸唐揚げ カットたこ

【実施期間】 2019/11/1～2023/12/31



【主な商品】

株式会社瀬戸内ファーム 電話 086-236-8884

（岡山県岡山市南区） https://setouchi-farm.co.jp/

【取組概要】

【事業名】 岡山県産の生姜を使ったジンジャーシロップの開発・販売

化学肥料・農薬不使用で栽培した生姜を活用
し、飲食店や家飲み向けの「おかやまジン
ジャーシロップ」、業務用の「生姜の一次加工
品」を開発・販売する事業。
この取組みにより、生姜の付加価値向上と、
生産規模の拡大を図るとともに、農業経営の安
定、所得の向上を目指す。

おかやまジンジャーシロップ、生姜
の一次加工品

2020/11/1～2025/3/31【実施期間】

加工
直売
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おかやまおひさまファーム株式会社 電

話 086-552-5702

（岡山県岡山市） https://www.okayamabanana.jp/

加工
直売

【事業名】国産バナナを使用したアイスクリーム等の製造販売と直売所の開設

○ 自社で生産した国産の「おかやまバナナ」

を活用し、「アイスクリーム」と「棒付き冷凍バ
ナナ」の新商品の開発・製造をしていくとともに、
直売所を新たに開設する。

本事業は、規格外品を有効利用することで、
新たな販路開拓により経営改善及び所得の向
上を目指す。

【主な商品】バナナ、アイスクリーム、冷凍バナナ

【取組概要】

【実施期間】 2020/3/1～2024/10/31

加工
直売

【主な商品】

有限会社阪本鶏卵 電話 086-455-7370 

（岡山県倉敷市） https://sakamoto-egg.com

【取組概要】

【事業名】自社卵を活用した加工品の開発・販売と直売所開設による収益性
向上

先代から養鶏業を継いだ若い事業者が、
地下水・発酵飼料にこだわった自社ブランド
「星の里たまご」を活用し、「サンドイッチ」と、
業務用「エッグディップ」を製造・販売する事
業。 また、養鶏場、加工場にそれぞれ直売
所を開設し、地域と連携することで自社ブラ
ンドの確立と、経営安定・雇用の創出を目指
す。

【実施期間】

サンドウィッチ、エッグディップ（業務用）

2020/4/1～2025/2/28

○

【主な商品】

農事組合法人ならい 電話 0866-22-2650

（岡山県高梁市） http://

【取組概要】

【事業名】 もち米を使った新商品「かきもち」の製造・販売

かつて高梁市を代表する特産品として販売さ
れていた「かきもち」を、当時の加工方法を再現
し、同組合ならではの材料である「いなきび」「た
かきび」と組み合わせて他に真似できない「かき
もち」として製造することで、年間を通した売上
の確保と所得の向上を目指す。

かきもち

2021/2/1～2025/12/31【実施期間】

加工
直売
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【主な商品】

株式会社松﨑牧場 電話 086-239-4649

（岡山県岡山市） https://genuino.info/

【取組概要】

【事業名】

冷凍プリン

2021/4/1～2025/12/31【実施期間】

加工
直売

自家製のこだわり生乳を使ったプリンの開発・販売

自社農場で生産した生乳を使
用したプリンを開発・販売する
事業。この取組により冬期の売
上減少という課題解決と一般消
費者への販売拡大が見込まれ、
年間を通した売上の確保と所得
の向上を目指す。

【主な商品】

株式会社ミフカ 電話

（岡山県久米郡美咲町） https://misaki-bfk.com/

【取組概要】

【事業名】 ブルーベリーを使った新商品（コンポート）の製造・販売

ブルーベリーコンポート

2021/10/1～2026/3/31【実施期間】

加工
直売

自社農場で生産したブルーベリーを使用し
た既存の加工品(ジャム、ソース、飲むお酢
等)に加えて、既存顧客から要望が多く、利
益率の高い「コンポート」を新たに開発・製
造・販売する事業。この取組により、加工品
のラインナップが増え、加工部門の売上高
の増加と利益率の向上が見込まれ、年間を
通じた安定した売上の確保と所得の向上を
目指す。
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【主な商品】

加藤水産 加藤 応樹 電話 090-1223-0073
（岡山県瀬戸内市）

【取組概要】

【事業名】

2022/4/1～2026/12/31【実施期間】

加工
直売

「牛窓の旬の魚」を、新鮮なまま加工し年中提供する事業

水揚げ量や価格の変動が著しいサワラ等の水産物
について、下処理や、調理を行った後、真空包装・冷
凍し、鮮度を保って通年流通させる事業。このことに
より、出荷の通年化、安定した売上の確保を図る。

①サワラのフィレ他真空パック
②サワラのたたき真空パック
③マナガツオの切り身真空パック
④タコの薄造り(足)真空パック
⑤タコのボイル（頭）真空パック
⑥コウイカ刺身他真空パック 【主な商品】

月本幸常（月本果樹園） 電話 086-728-5506
（岡山県久米郡久米南町）
https://tsukimoto-kajuen.jp/harvest/

【取組概要】

【事業名】

クイーンニーナのワイン

2022/7/1～2026/12/31【実施期間】

加工
直売

自社農園で栽培したぶどう（クイーンニーナ）を使ったワインの
製造･販売事業

県内初となるクイーンニーナ
を使ったワインの製造・販売
に取り組むことで、生鮮のぶ
どうや自社製造のセミドライフ
ルーツに加えて、商品のライ
ンナップを充実させ、売上及
びブランド力の向上につなげ
る。



＜広島県６次産業化事業計画認定者一覧＞

三次市
●小野農園
●株式会社福田農場
●合同会社三良坂フロマージュ
●合同会社安田農産
●株式会社vinoble vineyard

安芸高田市
●川根柚子協同組合

広島市

●株式会社カンサイ
●株式会社久保アグリファーム
●全国農業協同組合連合会広島県本部

江田島市
●江田島オリーブ株式会社
●有限会社前水産
●有限会社グリーンファーム沖美

呉市
●有限会社作田水産
●株式会社出来商店

三原市
●株式会社おこめん工房

尾道市

●濱浦 志保香 （万汐農園）

福山市
●マチモト株式会社
●株式会社宮地
●株式会社福山健康舎

世羅町
●西森 勝時（トキファーム）
●農事組合法人聖の郷かわしり
●農事組合法人 世羅幸水農園
●世羅菜園株式会社

東広島市
●有限会社トムミルクファーム
●有限会社カドーレ
●農事組合法人ファーム・おだ
●芸南農業協同組合
●有田 隆則

庄原市
●農事組合法人ファーム永田
●株式会社グリーンカクエイ
●合同会社まえだ農園
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北広島町

●豊平建設株式会社



加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

○

新たに、生乳を活用してチーズ
ケーキ、クッキー、ミルクカレー、ミ
ルクプリン等の開発・製造を行う。
今後も牧場への来訪者等の増加
による売上増加を見込み、新たな
販売先の開拓に取り組む。

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】 自社の生乳を使用した加工品の商品開発

乳用牛140頭で、生乳を生産、関
連事業としてジェラート、生キャラメ
ルを製造、販売。

○

加工
直売

○

○ 自ら生産するトマトを活用してトマト
ピューレ、トマトケチャップ、トマトジャム、
ドライトマト、トマトジュースの開発・製造
を行う。

【主な商品】 トマトピューレ、ケチャップ、ジャム、ドライトマト 等

小野農園 電話0824-52-2167

（広島県三次市）

【取組概要】

【事業名】 希少品種トマト「ルネッサンス」を使用した加工品の開発・販売及び
新販路開拓

4-2
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チーズケーキ、ミルクカレー、ミルクプリン 等

自社直売施設、インターネット販売を行
うとともに、三次市内のホテル、広島県
内の高級レストラン向け販売を行う。

加工
直売

【取組概要】
○

(株)福田農場 電話0824-66-2765

（広島県三次市）

http://www.kinsai-e.com/visit/gourmet/fukuda.html

【主な商品】

自ら生産する米を活用して米粉パン、米粉フルーツパイ、米粉ピザの開発・
製造。

米粉パン、米粉フルーツパイ、米粉ピザ 等

【事業名】

○ 米粉パンは手軽に食べられることから、
これまであまり米を消費していなかった若
い世代や、近隣に所在する三次ワイナ
リー等を訪れる観光客向けにPRすること
により新たな販売先を開拓する。

米粉を活用した加工品の開発、製造及び直売施設の設置による
販路の改善

加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

○

(株)カンサイ 電話082-941-1641

（広島県広島市) http://www.ekinari.com/ 

インターネット販売により新たな購買層を開拓する。

アーティチョークつぼみ、お茶、ソフトクリーム 等

自ら生産するアーティチョークを希少食材や健
康食品に関心を抱く消費者へＰＲを行い、知名
度を向上させてから、茶、ソフトクリームの開発・
製造を行う。

【取組概要】

アーティチョークを利用した機能性食品の開発、製造、販路開拓

企業の農業参入により、循環型の農園施設
「きなり村」を設立。
土地が持つ自然の力を活かしつつ、自社生
産の肥料を使用し、農薬を使用せず栽培。

○

(有)トムミルクファーム 電話082-420-3323

（広島県東広島市） http://tommilk.co.jp/

2011/6/1～2015/12/31【実施期間】

2011/6/1～2015/9/30【実施期間】 2011/6/1～2015/12/31【実施期間】

2011/6/1～2016/1/31【実施期間】



加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

○

(有)作田水産 電話0823-54-1681

（広島県呉市） http://www.sakuda-suisan.co.jp/

イベント、マスコミ等を活用し、百貨
店、スーパー、コンビニ、飲食店での
販売を行うことにより漁業経営の改
善を図る。

ちりめんアンチョビ 等

アンチョビにちりめんを使用すること
により、鰯のフィレとは違った独特の
食感と風味を引き出した商品の開発。
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【取組概要】

地域の特産品である倉橋ちりめんを利用した”広島アンチョビ”の
加工・販売事業

【事業名】

○

【主な商品】

○ ネットでの直接販売、ギフト通販、高速道
サービスエリア等土産店、観光ホテル、道の
駅等の産直市、百貨店等、新たな販路拡大
を図る。

プリン、焼き菓子、アイスクリーム 等

自家栽培の果実及び花卉を有効に活用し、
近年の消費嗜好の変化に沿ったプリン、タルト
（焼き菓子）及び冷菓（アイスクリーム）の新商
品開発を展開。

【取組概要】

地域特産の果樹・薔薇を活用した新食感スイーツの開発と販路
開拓
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加工
直売

【取組概要】

○

(株)久保アグリファーム 電話0829-86-0337

（広島県広島市） http://kuboagrifarm.co.jp/

自社牧場で生産した生乳を一部利用したジェラートの加工販売事業

【主な商品】 生乳ジェラート 等

自ら生産する生乳を活用してジェラート
の開発・製造を行う。

牧場内の直売所から乳牛の放牧風景
が見渡せ、のどかな自然が楽しめるなど、
憩いの場所を提供している。

○

【事業名】

「土作り、草作り、牛作り」を３つの柱に
牧場を経営。

○

加工
直売

【取組概要】

○

(有)カドーレ 電話082-430-1381

（広島県東広島市） http://www.cadore.jp/

酪農家が作ったカマンベールチーズケーキの新商品開発と販路開拓

【主な商品】 カマンベールチーズケーキ
ジェラート等

自社生乳チーズを活用したケーキ
等新商品を開発・製造し、安価に提
供できる強みを活かして、若い世代
の女性層向けに、贅沢な洋菓子を自
社農場内で販売するほか、ネット販
売に取り組む。

【事業名】

加工
直売

濱浦志保香（万汐農園） 電話0848-44-1645

（広島県尾道市） http://www.manchou3.com/

2011/6/1～2014/12/31【実施期間】

2011/11/1～2016/3/31【実施期間】 2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2015/4/30【実施期間】



○

○

○

生産用のポリポットに入った花苗を特注
の寄せ植え用ポットに入れてセット販売す
る。
寄せ植えポット「プランツアレンジメント
（仮称）」を開発し、継続的な花苗の詰め替
え需要を開拓し、個人宅や店舗に毎月新し
い花苗を宅配する。
新たな販路として、インターネット販売や
自社施設による直接販売をすることにより、
新たな販路開拓を図る。

【主な商品】 花苗、寄せ植えポット 等

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

【事業名】 寄せ植えが簡単にできる寄せ植え用ポットの開発及び詰替え用花苗等
の販売事業
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【取組概要】

○

【主な商品】

江田島産オリーブの産地化を目的とした国産オリーブ商品の生産、
加工、販売

オリーブオイル、オリーブ新漬け、オリーブ茶 等

【事業名】

自社の生産する、希少な国産オリーブを
活用したオイル・新漬け・茶等の加工・販売
に取り組み、市と一体となって地域振興、江
田島市「オリーブの島プロジェクト」で江田
島産オリーブのブランド化・産地化を図る。

【取組概要】

○

【主な商品】

自ら栽培する野菜類を活用した
加工品「世羅牛コロッケ」「カボ
チャコロッケ」「ライスコロッケ」を
開発し、世羅町の観光農園への
来訪者や、地元消費者等も含め
た地域内での販売に取り組む。

コロッケ、ハンバーグ、ドレッシング 等

【事業名】 世羅町産の農産物を利用した総菜「ケセラセラ（世羅）デリカ」の
開発販売

百貨店、スーパー、高級ホテルの飲食店、
地元観光店で販売する。

○

加工
加工
直売

直売
西森勝時（トキファーム）電話090-8240-3464

（広島県世羅町）

江田島オリーブ(株) 電話0823-20-1025

（広島県江田島市）

農事組合法人 聖の郷かわしり
（広島県世羅町） 電話0847-22-4300

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】



○

米粉麺に、新たな製造技術である
「押出し製法」を導入し、消費者が日
常的に購入し利用できる品質と価格
帯の米粉麺を開発し、スーパー、外食
チェーン、食品問屋等広い販路を確
保する。

【取組概要】

○

こだわり米「清流の小田米」を活用した米粉パンの商品開発と販売

【主な商品】 米粉食パン、米粉菓子パン 等【主な商品】 新たな米粉麺

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

株式会社おこめん工房 電話0847-33-1456

（広島県三原市） http://www.daiwa.vc/

自らが特別栽培したこだわり米
「清流の小田米」を加工した米粉と、自家産豆類、
野菜、果実を使用して米粉パンを製造、産直市・量
販店等で販売、また、地元学校給食向けに供給を
行う。

【取組概要】

【事業名】 【事業名】押し出し製法の導入による幅広い消費者をターゲットとした新米粉麺
の製造・販売

水稲8.1ｈａを耕作、自社製粉による米粉麺「おこめん」の製造、販売を実施。

○
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集落の農地約84ha を集積し、農
家数128 戸を構成員に抱える県内
で最大規模の農業生産法人。

○

【取組概要】
○

山羊と牛の乳を利用したハードチーズ等乳製品とケーキ等の加工
販売及び生乳の販売

【主な商品】 ハードチーズ、チーズ入りアイスクリーム 等

冷蔵保存でも賞味期限が長い｢ハードチーズ｣
｢チーズ入りアイスクリーム｣を開発する。また、常温
で販売できる｢こだわりの山羊乳・牛乳入りケーキ｣
や｢こだわりの山羊乳・牛乳入り焼菓子｣の開発、加
工を行う。

【事業名】

加工
直売

【取組概要】

○

川根柚子協同組合 電話0826-58-0330

（広島県安芸高田市） http://kawaneyuzu.com/

【主な商品】

皮の厚さと香りの強さに特徴がある地
域特産「川根柚子」の品質特性を活かし
た加工品を開発・製造・販売する。

清涼飲料水、パウンドケーキ、マーマレード 等

【事業名】

○

地域特産「川根柚子」の特徴を活かした加工品の開発と販売

｢牛乳・山羊乳｣の販売により、多様な消費者

ニーズの対応と販路の開拓に努め、地域ブランド商品としての認知度を高め、経
営改善に取り組む。

○
生産性向上と良質な川根柚子の安定
確保を図り、所得向上と雇用創出や地域
活性化に貢献できる事業展開を目指す。

加工
直売

加工
直売

加工
直売

合同会社三良坂フロマージュ 電話0824-44-2773

（広島県三次市） http://www.m-fromage.com/

農事組合法人ファーム・おだ
（広島県東広島市） 電話082-438-0987

http://kyouwanosato-oda.com/

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2015/5/31【実施期間】 2012/6/1～2016/12/31【実施期間】

2012/6/1～2016/3/31【実施期間】
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加工
直売

○

規格外品の利用で、組合員の所得増大
と生産意欲の向上を、また、JA直売所及

び学校給食への供給で地産地消に取り
組む。

【主な商品】
じゃがいもジェラート、じゃぼんジェラート、
じゃがいもパウダー、じゃぼんパウダー

芸南農業協同組合 電話0846-45-1594

（広島県東広島市） http://www.ja-geinan.or.jp/

【取組概要】

【事業名】 ＪＡ芸南オリジナルの香酸柑橘じゃぼん及び馬鈴薯を用いた新商品
の加工・販売

ばれいしょと安芸津町でのみ生産され
る柑橘「じゃぼん」の香りと味など、材料
の特性を活かした新商品の開発、販売
を行う。○

【取組概要】

○

規格外の小イワシを活用した魚醤、アンチョビペーストの商品開発、
製造、販売

【主な商品】 魚醤、アンチョビペースト

話題性と自社ブランド化により知名度を
上げ、他製品の売上げ増につなげる。

【事業名】

廃棄処分していた小いわしを原料に、需
要が拡大している魚醤とアンチョビーペー
ストを開発、販売する。

○

○

自社施設での直販、カタログ販売、
市内物産館や駅等での委託販売で販
路を拡大する。

【主な商品】 ばらのジュース、お茶、砂糖、アイスクリーム、ジャム 等

【取組概要】

【事業名】 自社栽培の食用バラを使用した商品の開発・販売

「ばらの町福山」の新商品として、
自社栽培ばらの精油成分を原料に
した食品を開発し販売する。

○

○

販売先として、食品加工業者にフ
リーズドライ製品の具材として販売す
るほか、インターネット販売会社を通じ
て食品加工業者へ販売し、販路拡大
を図る。

【主な商品】 小松菜、ほうれん草、玉ねぎのカット冷凍

【取組概要】

【事業名】 野菜のカット冷凍加工品の開発、製造及び販路開拓

自社生産した小松菜、ほうれん草、
玉ねぎのカット冷凍野菜を商品開発、
販売する。

○

加工
直売

株式会社 宮地 電話084-982-7788

（広島県福山市） http://kk-yuzen.co.jp/miyachi/

有限会社 前水産 電話0823-45-5471 

（広島県江田島市） http://mae-suisan.com/ 

加工
直売

加工
直売

マチモト株式会社 電話084-958-5511

（広島県福山市） http://www.machimoto.co.jp/
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2013/4/1～2016/3/31【実施期間】

2013/4/1～2017/9/30【実施期間】

2013/4/1～2017/6/30【実施期間】

2013/6/1～2017/3/31【実施期間】
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○

販売は当面、広島市の問屋を中心
に販売し、生産の安定、拡大した折は
他の問屋にも販路拡大を図る。

【主な商品】 しめ縄

【取組概要】

【事業名】 転作作物としてのしめ縄用イネの栽培としめ縄加工と販売

転作作物として、しめ縄用イネを１ｈａ
栽培し、それを活用して、しめ縄を加工
販売する。また、年間を通して集落内
労働力の平準化を図りながら農業所得
の向上を目指す。

○

【取組概要】

○

【主な商品】 カットネギ

【事業名】

青ネギ生産からカット、パック詰め加工に至るまで、全て一カ所
の農場、近接する自社工場による一貫生産体制によって商品を
製造する。

○ 商品の鮮度保持を第一に考え、保冷倉庫
を整備するとともに、トラック輸送もチルド保
冷輸送を行うなどコールドチェーンを確立し、
スーパー等で販売する。更に販路拡大を図
る。

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

○

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】 世羅梨を活用した新商品（スイーツ、調味料等）の開発と販売

○

加工
農事組合法人 ファーム永田 電話0824-89-7007

（広島県庄原市）
加工

株式会社グリーンカクエイ電話0824-72-7111

（広島県庄原市） http://www.greenkakuei.com/ 

加工
直売

○

この「アイミィトマト」を活用し、高級志向
や健康志向に合うトマトジュースを開発し、
百貨店、レストラン、フィットネスクラブ等に
販売する。

【主な商品】 トマトジュース

有限会社グリーンファーム沖美
（広島県江田島市） 電話0823-40-5755

【取組概要】

【事業名】 自社生産のブランドトマト「アイミィ」を使った加工品の開発と販売

日照条件に恵まれた、島嶼部の地域特
性を活かして栽培するトマト（品種：アナメ
イ）を広島県産応援登録を受け、「アイミィ
トマト」としてブランド化。

○
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加工
直売

農事組合法人世羅幸水農園 電話0847-22-2219 

（広島県世羅町） http://www.birneladen.jp/

当農園の直売施設「ビルネ･
ラーデン」及び既存商品の取引
先、首都圏の量販店、ギフト会
社等に販売する。

世羅梨コンポート、チャツネ 等

生産した梨の規格外品を活用
した加工品の開発、販売を行う。

2013/6/1～2016/12/31【実施期間】

2014/3/1～2018/6/30【実施期間】

2013/11/1～2017/8/31【実施期間】

2015/3/1～2019/7/31【実施期間】



中国四国地域６次産業化認定計画事例集

4-8

○

【主な商品】 鶏卵

【取組概要】

【事業名】 飼料用米と広島産レモン粉末を給餌したひろしまレモン卵等の新たな
販売方式の展開

飼料用米及び広島産レモン粉末を給
餌した鶏卵「ひろしまレモン卵（仮称）」
の開発、販売を行い、稲作及び畜産農
家の経営の安定を図る。

○ 既存の販売先である直売所及び量販
店の店頭において、新たに対面販売を
行うとともに、インターネット販売及び
催事販売を行う。

レモン卵現在開発中

やまの宿・西元

加工
直売

【取組概要】

○

【主な商品】

耕作放棄地が増える福山市山野町で地
域創生の貢献のため、ブドウの生産と付加
価値を付けるため、ワインを醸造し市内を
中心に販売する。

山野峡ワイン等

【事業名】

○

日本の気候風土に適したワイン用ブドウを栽培し、風向明媚な
山野峡でワインを醸造・販売

備後ワイン・リキュール特区の認定を利
用し、ブティックワイナリーの建設と糖度の
高い「濃い」ブドウを生産して、ワインの品
質を向上させプレミアム感を出したワイン
の醸造・販売を目指す。

山野峡ワイン

加工
直売

○

【主な商品】 大葉味噌、大葉塩だれ、
大葉ときゅうりのキムチ、大葉茶、大葉石鹸

株式会社出来商店 電話0823-83-0038

（広島県呉市） http://www.deki.co.jp/

【取組概要】

【事業名】 自社栽培の広島県産大葉を使用した新商品の開発及び販売

本事業では、中国四国地方最大規模
の大葉生産農家の強みを活かし、自社
生産の大葉を原料とした付加価値のあ
る加工品「大葉味噌」、「大葉塩だれ」、
「大葉ときゅうりのキムチ」、「大葉茶」、
「大葉石鹸」等の商品を開発・製造し、中
国四国内のチェーンストアなどへ販路の
拡大を行い、経営の安定化を図る。

株式会社福山健康舎 電話084-931-4572

（広島県福山市）

加工
直売

全国農業協同組合連合会広島県本部
（広島県広島市） 電話0827-53-7010

2015/6/1～2019/3/31【実施期間】

2017/5/1～2022/3/31【実施期間】

2016/4/1～2020/7/31【実施期間】

加工
直売

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】

○

合同会社 安田農産 電話 0824-53-2519

（広島県三次市）

寒冷地向きもち性大麦新品種『はねうまもち』の精麦商品の販売に
よる所得拡大

集落内外からの集積農地でもち性
大麦を栽培し、精麦商品を販売す
ることで、水稲一辺倒の経営から
の脱却を図り、三次市・ＪＡ三次等
との連携により産地化、ブランド化
を目指す。

もち性大麦・精麦

【実施期間】 2018/4/1～2022/12/31
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加工
直売

【主な商品】

世羅菜園株式会社 電話 0847-27-1160

（広島県世羅町） http://www.egoma-oil.com/

【取組概要】

【事業名】

○

直売

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】じゃがいもを活用したグルテンフリーラーメンの開発と販売

○

有田 隆則 電話 0846-45-2606

（広島県東広島市） http://arita-engei.com/

加工
直売

【主な商品】

合同会社まえだ農園 電話 0824-86-2441

（広島県庄原市）

【取組概要】

【事業名】

○

栽培期間中農薬不使用で自社及び世羅町内で委託生産したエゴマ
を使用したエゴマ油の加工、販売事業

フルーツトマトの規格外品を利用したジャムの加工開発製造及び販
売促進

世羅高原６次産業ネットワークの構成
員と自らが生産するエゴマを活用し、
エゴマ油を加工・販売することで、世
羅町でエゴマの産地化を図るとともに、
所得の向上と経営体質の強化を図る。

エゴマ油

ブランド力のある赤土じゃがいも
「安芸津美人」の規格外品を活用し
たグルテンフリーラーメンを商品化
し、持続的な農業経営の発展と所
得の向上を目指す。

自社農園で生産したフルーツ
トマトの規格外品を利用した
ジャムの製造・販売で周年を
通じた所得の確保と雇用の
安定を図る。

フルーツトマトジャム

じゃがいもらうめん（スープ付き）、
じゃがいもヌードル（スープなし、三食入り）
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2018/4/1～2020/12/31【実施期間】2018/4/1～2022/12/31【実施期間】

2018/4/1～2022/12/31【実施期間】
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【主な商品】

株式会社vinoble vineyard 電話 0824-66-2125

（広島県三次市） http://vinoble-vineyard.jp/

【取組概要】

【事業名】

○

自社栽培ぶどうを使った自社ワインの製造・販売事業

農業大学の専門学科を卒業後、キャリアと
実績を積んだ事業者が、生まれ育った地に
新たに自社ワイナリーを設立し、希少性のあ
る「貴腐ワイン」ほか、様々な製法のワイン
を製造・販売する。 また、輸出を含む販路
開拓により、所得の向上と新たな雇用の創
出を目指すとともに、地域のワイナリーと連
携することで産地形成に寄与する。

赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン
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2020/1/1～2024/12/31【実施期間】

加工
直売
輸出

加工
直売

【主な商品】

【取組概要】

【事業名】

○

豊平建設株式会社 電話 0826-84-0719

（広島県山県郡北広島町） http://www.donguri-farm.jp/

イチゴ観光農園における持ち帰り販売の導入による所得拡大事業

既存のもぎ取り食べ放題のサービスに加え、
自らもぎ取ったイチゴをお土産として持ち帰
ることができる新たなサービスに改善すると
ともに生産量を拡大することで、来園者数の
更なる確保を図り、農林漁業及び関連事業

の所得向上・経営改善を目指す。

イチゴ（もぎ取り食べ放題と持ち帰り）

【実施期間】 2019/8/1～2024/7/31



＜山口県６次産業化事業計画認定者一覧＞ 萩市
●萩大島船団丸
●山田 克也
●竹内敬太朗
●社会福祉法人 Ｅ．Ｇ．Ｆ

長門市
●有限会社 長門アグリスト
●長州ながと水産株式会社

山口市

●有限会社 名田島農産
●株式会社 りんごの企画
●株式会社 出雲ファーム
●有限会社 はるひ福祉サービス
●株式会社林檎の樹らら
●株式会社ミライエｆａｒｍ
●株式会社みほりファーム

防府市
●江越 正和

周防大島町

●株式会社 中道
●株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン、中川一

岩国市
●企業組合 がんね栗の里

周南市
●やまいもまつり有限会社
●有限会社 鹿野ファーム

宇部市
●株式会社 山口茶業
●企業組合 長州侍

柳井市
●農事組合法人 ウエスト・いかち

中国四国地域6次産業化認定計画事例集
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光市
●農事組合法人 つかり

下関市
●有限会社 司ガーデン

田布施町

●株式会社ネティエノ



【取組概要】

○

養鶏の一部事業転換及び一次産業間連携堆肥「長門の恵」による
野菜の地域ブランド化

【主な商品】 漬物、黒糖シロップ 等

【取組概要】

○

【主な商品】

農園で生産しているトマトの規格外品を
使ったピューレ及びトマトジャムの商品開発
を行い、パン屋・ケーキ屋・飲食店等をター
ゲットに新たな販売システムを構築すること
によって、経営の多角化・高度化を図り経
営の安定を図る。加工品は、ソーシャルネッ
トワークを使った「口コミ」効果で販売を拡大。

トマトピューレ、ジャム 等

野菜生産事業の付加価値の創出を目
指すとともに、山口県初のサトウキビ
の生産に本格的に取り組み、サトウキ
ビからできる黒糖・シロップ調味料を活
用した野菜加工品を製造し、更に、規
格外果実を使った黒糖ジャムなどの加
工に取り組み、販路拡大を図る。

【事業名】

【事業名】 規格外トマトを活用したピューレ・ジャムの商品開発・生産と新たな
販売システムの確立

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

○ 自ら生産するじねんじょう山芋を活用して
山芋の漬け物、軽羹、山子弁当等の開発・
製造を行うことともに、26年度開業予定の道
の駅、新設の直売所、インターネット販売に
より新たな販売先を開拓し、農業経営の改
善を図る。

加工
直売

【事業名】

○

【主な商品】

(有)名田島農産 電話083-972-7020

（山口県山口市） http://www.natajima.co.jp/

玄米、精米、米粉 等

新たに自ら生産及び他の農業
者の生産する米を活用して米粉
の開発・製造を行うとともに、学校
給食用及び農業法人協会が開発
する米粉パン向けに販売すること
により、農業経営の改善を図る。

【主な商品】 山芋の漬物、軽羹、山子弁当 等

【取組概要】

【取組概要】

地元産米を使用した米粉商品の加工・販売事業

【事業名】 地域特産じねんじょう山芋を活用した加工商品化事業

○ 手軽で手間のかからない商品へのニーズ
の高まりに併せ、「冷凍とろろ」「冷凍おにぎ
り」の製造、販売に取組む。

水稲46ｈａを栽培し、もち加工品
の製造、販売を実施。

○
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

江越 正和 電話0835-32-0611

（山口県防府市） http://egopon.com

やまいもまつり(有) 電話0834-32-0873

（山口県周南市） http://www.maturi.co.jp/

(有)長門アグリスト
（山口県長門市） 電話0837-22-4671

2011/6/1～2016/3/31【実施期間】

2011/6/1～2016/5/31【実施期間】
2012/3/1～2016/6/30【実施期間】

2012/4/1～2016/12/31【実施期間】

http://yamaimo.info/SHOP/K-702.html
http://yamaimo.info/SHOP/K-702.html


萩大島船団丸は、まき網船団３船団（有限会社松原
水産<三成丸>、有限会社岡村水産<福寿丸>、有限会
社吉光水産<満漁丸>）の漁業者グループである。

○

○

○

【主な商品】 鮮魚、海産物一夜干し 等

【取組概要】

【事業名】 まき網漁業者グループによる新たな加工等の取り組みによる
ブランド化と販路拡大事業

獲れたての鮮魚を船上で箱詰めし、外食産業、量販
店等向けに販売する。

また高級干物「船上一夜干し」の製造・販売も
行い、「萩大島船団丸」及び萩大島地域のブラ
ンド化を図る。

栽培期間中農薬不使用で生産した茶
葉を原料にした新製法によるお茶の開
発・販売と、このお茶を原料にした食品
の商品化を行う。

○

○

【主な商品】 釜炒り小野茶、釜炒り小野茶ロール、小野茶瓦そば 等

【取組概要】

【事業名】 農薬不使用茶の栽培と釜炒り農薬不使用茶を使用した商品開発
および販売

デパートや土産店などの既存販売
ルートと直売店、通信販売等で販売
増を図るとともに、生産を拡大する。

一本釣りした鮮魚を原料に、焼き魚、煮
魚等の真空パック詰め商品を開発・製
造・販売する。

○

○

【主な商品】 自ら漁獲したチダイ、メバル等の塩焼き、煮付け

【取組概要】

【事業名】 瀬戸内海の一本釣り漁業の島、沖家室島の鮮魚加工品による地域
再生・活性化事業

本事業を取り組むことで、沖家室島の
６次産業化ビジネスモデルとなり、漁業
新規参入を促すなど、昔のような活気あ
る漁村「沖家室島」の復活を目指す。

中国四国地域６次産業化認定計画事例集
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加工
直売

加工
直売

萩大島船団丸 電話0838-22-2122

（山口県萩市）

株式会社 山口茶業 電話0836-64-2116

（山口県宇部市） http://www.onocha.com/

加工
直売

株式会社 中道 電話0820-78-1887

（山口県周防大島町） http://nakamichi-k.co.jp/

2013/3/1～2017/12/31【実施期間】

2012/6/1～2017/3/31【実施期間】 2013/4/1～2017/3/31【実施期間】



【主な商品】

【取組概要】

○ 鮮度、色、香り、品質にこだわった贈答
品向けの渋皮煮と、洋・和菓子店、菓子
製造業などで需要の伸びているペースト
の開発・販売を行う。
これにより、地域ブランドの確立と生産
基盤の整備を図る。

渋皮煮、栗ペースト 等

【事業名】 地域の特産品であるがんね栗を活用した加工品の開発、製造及び
販売事業

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

○

ハイポー豚及び和牛肉（黒毛和種）を用いた加工品の開発、製造
及び販売事業

【主な商品】 コロッケ・ハンバーグなどの惣菜、ハンバーガー・カツサンドなど
のファーストフード 等

自社で飼育したハイポー豚・黒
毛和牛を使用した、惣菜品と
ファーストフードの新商品を開発、
販売する。

【事業名】

生産者の顔の見える鹿野ファームブ
ランドを確立し、地産地消を推進する。

○

【取組概要】

○

【主な商品】

自ら生産する農産物を活用した米粉巻、
おこわ等新商品の開発、製造を行う。

米粉巻、おこわ、平もち、餡もち、米粉豆乳ケーキ

【事業名】 法人と地元による里づくりを目指した伊陸ブランド米の活用による
新商品開発・販売事業

○ 農村交流施設での販売のほか、地域高
齢者をターゲットにした宅配サービスや自
らの加工所での生産・販売活動を通じて、
地域のコミュニティ機能を維持し、地域の
活性化に寄与する。

いかち
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

企業組合 がんね栗の里 電話0827-97-5005

（山口県岩国市） http://www.ganneguri.com/

農事組合法人 ウエスト・いかち
（山口県柳井市） 電話0820-26-0780

有限会社 鹿野ファーム 電話0834-68-3617

（山口県周南市） http://www.kanofarm.com/

2013/4/1～2017/3/31【実施期間】 2013/3/1～2016/12/31【実施期間】

2013/6/1～2016/12/31【実施期間】
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【主な商品】

【取組概要】

○ 自社並びに中川一が生産した果実を原料にした
フルーツソース等の新商品開発・製造・販売を行う。

ジャム屋が考えた肉料理にお勧めのマーマレード、
贅沢フルーツソース かき氷用ジャム 等

【事業名】 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

○ 本計画により、これまで行ってきた新規就農者の受け
入れや島への定住促進をさらに進めていく。

○ 自社のカフェで、肉料理用ジャムやかき氷用ジャ
ムなど新商品を活用した新メニューを提供する。

【取組概要】

株式会社 りんごの企画 電話083-957-0303

（山口県山口市）

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

【主な商品】 りんごスープ、りんごカレー、
りんご炊き込みご飯、りんご羊羹、りんごグラッセ等

【事業名】

○ 物産店横にレストランをオープンし、
「りんご炊き込みご飯」や「りんごカ
レー」等の特色あるメニューを提供。

山口市阿東徳佐地区で観光りんご園と物産店
を経営。

○

物産店ではりんごを使った各種ス
イーツを販売する。

○

【取組概要】

宇部地域で生産した黄金千貫（サツマイモ）を利用した加工品に
よる地域再生・活性化事業

【主な商品】 黄金千貫ペースト、牛肉ミンチコロッケ、りんごコロッケ 等

【事業名】

自社で生産するサツマイモの規格外
品を用いて、コロッケ、サツマイモペー
スト等の新商品を製造する。

○

既存販路である飲食店などに販売
する他、大手商社、進物取扱い事業
者へ販路開拓を行う。

○

【取組概要】

地域の担い手としての持続的な農業経営に向けたイチゴの特産品
開発と地域振興事業

【主な商品】 イチゴソフトクリーム
イチゴロールケーキ 等

【事業名】

土耕栽培や新たに新設する高設栽
培で生産する大型で高糖度のイチゴ
を活用した商品の開発、製造を行う。

○

生食用イチゴ及びその加工品を平
成２７年３月オープンした自社店舗
（Tsukari Berrys）等で直接販売する。

○
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加工
直売

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

(株)瀬戸内ジャムズガーデン・中川 一 共同申請
（山口県周防大島町） 電話0820-73-0002

http://www.jams-garden.com/ 

企業組合 長州侍 電話0836-51-1823

（山口県宇部市）

加工
直売

農事組合法人 つかり 電話0820-48-2508

（山口県光市）

加工
直売

2014/4/1～2018/3/31【実施期間】
2014/4/1～2018/12/31【実施期間】

2013/11/1～2018/5/31【実施期間】 2013/11/1～2018/5/31【実施期間】
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【取組概要】

自家栽培ぶどうを使った熟成タイプ赤ワインと白ワインの開発及び
販売

【主な商品】 熟成赤ワイン、熟成白ワイン 等

【事業名】

萩地域内の当ファームで生産したぶどう
を１００％使った熟成タイプの新商品｢赤ワ
イン｣、「白ワイン｣を開発する。

○

既存の販路である農園来訪者や飲食
店へ販売する他、酒店等への卸売販売
も行い販路拡大を図る。

○

【取組概要】

飼料用米を鶏に与えて生産した卵と米粉で作る焼き菓子の製造販
売事業

【主な商品】 バウムクーヘン

【事業名】

地域で生産された飼料用米を給餌して
生産した「米たまご」と山口県産の米粉を
活用した付加価値の高いバウムクーヘン
の製造を行う。

○

山口市内のアンテナショップで先行販売、
その後、カタログ販売、土産物店等への
卸販売やネット販売、販路拡大を図る。

○

○

○

○
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【取組概要】

萩市明木産のうるち米・もち米を使用した新商品開発及び販売
事業

【主な商品】 おやき、あん餅、お茶かけもち 等

【事業名】

自らが生産した明木産のうるち米、もち
米を活用し、これまでの菓子製造業の経
験で得た技術等により、餅及びおやき等
の製造を行う。
既存の販売ルートの他、市内の道の駅
等で販売する。

昔ながらの食文化や伝統を継承しなが
ら、次世代に伝える食育活動に取り組む。

【取組概要】

自社で生産した野菜等を活用したカット野菜等の製造・販売による
地域活性化事業

【主な商品】 冷凍カット野菜、芯取り剥きタマネギ

【事業名】

自社で生産したじゃがいも、ホウレンソ
ウ、小松菜等の野菜を利用した「冷凍カッ
ト野菜」及び「芯取り剥きタマネギ」の製造
を行う。

○

既存の産直市場の他、新たに教育・福
祉施設の給食用食材として販売する。

○

山田 克也 電話0838-53-0014

（山口県萩市） http://budounoeki.chu.jp

加工
直売

加工
直売

加工
直売

株式会社 出雲ファーム 電話0835-52-0743

（山口県山口市） http://www.izumo-farm.jp/

竹内 敬太朗 電話0838-55-0230

（山口県萩市）

加工
直売

社会福祉法人 E.G.F 電話08387-4-5838

（山口県萩市） http://e-g-f.jp/

2014/4/1～2018/12/31【実施期間】

2014/11/1～2018/12/31【実施期間】

2014/11/1～2018/9/30【実施期間】

2014/11/1～2019/3/31【実施期間】
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【取組概要】

津和野産椎茸と萩産農産物等を活用した地域資源コラボ商品開発
及び販売

【主な商品】 辛子漬け、粕漬け、酢漬け

【事業名】

自社生産した椎茸の規格外品と萩産の
辛子や酒粕、長門ゆずきちとを組み合わ
せた萩・津和野地域の地域資源を活用し
たコラボ商品の開発、製造、販売を行う。

○

また、安定した菌床椎茸栽培を行うため、
春夏発生型の菌床と秋冬発生型の菌床
を組み合わせて通年栽培を構築する。

○

【取組概要】

加工
直売

長州ながと水産株式会社 電話0837-26-3101 

（山口県長門市）

自社で生産する養殖トラフグ、ヒラメを活用した加工品の開発、製造
及び販路開拓

【主な商品】 トラフグ身欠き、ヒラメフィーレ

【事業名】

トラフグ等の養殖事業は、長門市が平成25

年に策定した「ながと成長戦略行動計画」に
位置づけられており、安定的な生産・加工・
販売体制を確立するため、新会社を設立。

○

付加価値の高いトラフグとヒラメの加工品
を開発・製造し、地域の卸売業者への販売
や首都圏への新たな販路開拓を図る。

○

【取組概要】

加工
直売

株式会社林檎の樹らら 電話083-956-0266

（山口県山口市） http://kirarapie.com/

自家農園で生産したりんごを活用した新商品開発とブランド化によ
る地域活性化

【主な商品】
冷凍アップルパイ、りんご酢ドレッシング、カットりんご
ペットのおやつ（コミュニケーションフード）など

【事業名】

「林檎の樹らら」の名称で２０種類のりんご
の生産とアップルパイやクッキー等の加工商
品を製造・販売している。

○

りんご酢ドレッシングや冷凍アップルパイなどの
賞味期限の長い新商品の開発や、コミュニケー
ションフードなどのペット用商品の開発に取り組
む。

○

【取組概要】

加工
株式会社ミライエｆａｒｍ 電話 0835-54-0031

（山口県山口市） http://miraiefarm.co.jp/

自然薯を原材料とした地元連携での新商品開発とブランド化による
地域活性化

【主な商品】 素とろろ、とろろご飯の素、
とろろプリン、とろろチョコ

【事業名】

自社で生産した自然薯を使用した素とろろ、と
ろろご飯の素、とろろプリン、とろろチョコの商品
開発を行う。主に首都圏、近畿圏の飲食店やホ
テル、百貨店に販売を行うとともに、アジアを中
心とした海外への販売も行い、農業経営の改
善を図り、新たに雇用の創出を行う。山口から
全国へ農業の明るい未来創りを目指す。

○
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加工
直売

有限会社 はるひ福祉サービス
（山口県山口市） 電話083-957-0954

2015/3/1～2019/3/31【実施期間】

2015/6/1～2020/5/31【実施期間】

2015/5/1～2020/4/30【実施期間】

2017/1/1～2021/4/30【実施期間】
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【取組概要】

加工
直売

有限会社 司ガーデン
（山口県下関市） 電話083-788-1321

自社で生産するバラを活用した新たな商品の製造及び販売による
経営力向上と地域活性化

【主な商品】 バラ加工品（バラ風呂・バラ足湯）、メッセージリング

【事業名】

自農園で生産する約40種類の多様なバラを
用いて、高品質なバラ加工品（バラ風呂・バラ
足湯）、及びバラの茎にリングを通し、花びらに
メッセージを印字したメッセージリングの開発・
製造を行う。

○

生花に新たな価値を加え、ネット通販業者、
エステ業界、宝飾店、個人等への販売を増や
すことにより収益性の向上を目指す。

○
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加工
直売

株式会社ネティエノ 電話 0820-53-2100

（山口県熊毛郡田布施町）http://www.yanokuni.co.jp/

【取組概要】

自社栽培・自社製粉による米粉を活用したノングルテン米粉パンの
製造及び販売

○ ノングルテン認証を受けた米粉を活

用した「ノングルテン米粉食パン」「ノン
グルテン米粉コッペパン」を自社製造
し、より高品質を求める食物アレル
ギーの方をターゲットに販売を行う。

【事業名】

【主な商品】 ノングルテン米粉食パン、ノングルテン米粉コッペパン

2017/6/1～2021/6/30【実施期間】 2019/3/1～2023/3/31【実施期間】

この取組みにより、農林漁業及び関連事業の所得
向上を図るとともに米粉の消費拡大に寄与する。

加工
直売

株式会社みほりファーム 電話 083-927-6336

（山口県山口市） http://www.mhr.jp

【事業名】 自社ほ場で生産する有機ＪＡＳ認証された野菜のみを用いた酵素分
解による野菜ペーストの販売

【取組概要】

【主な商品】有機にんじんペースト、有機カボチャペースト、有機玉ねぎペースト

○有機ＪＡＳ認証を取得した自社農園の
原材料を活用し、酵素分解による付
加価値のある「有機にんじんペース
ト」ほか数種類の商品を製造・販売す
る事業。この取組みにより、ソース
メーカー等食品製造会社や外食産業
を展開するグループ会社への取引が
期待され、今後、安定した所得の向
上とあわせ、雇用の創出を図る。



＜徳島県６次産業化事業計画認定者一覧＞

北島町
●株式会社海苔漁師

鳴門市
●えんたのれんこん推進会議
●有限会社酒井農園
●山仁産業有限会社

藍住町
●佐藤 真佐司（円生でこぽん園）
●安崎浩二（あんちゃんふぁーむ）
●向 将勝
●株式会社カネイファーム

徳島市
●有限会社丸浅苑
●有限会社野々瀬商事
●戎 芳郎 （戎 米太郎）

那賀町
●株式会社黄金の村
●株式会社那賀ベジタブル

松茂町
●大住 末喜（大住いちご）
●一森 美智代（一森農園）

小松島市
●増田 一城（ファースト園芸）

上勝町
●八重地地区6次産業化研究会

阿波市
●原田 隆男（原田トマト）
●野田 茂
●岩本 雅之

東みよし町
●株式会社 ビッグウィル

つるぎ町
●半田あたご柿柿酢の会

吉野川市
●後藤田 博之（あぐり工房美郷）
●合同会社ＰｌａｎＢ
●上野 準二

阿南市
●西地食品有限会社
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勝浦町
●大久保 尚勇

海陽町
●山上 勝弘
●鞆浦漁業協同組合

石井町
●有限会社石井養豚センター美馬市

●有限会社美馬交流館
●実森ラボラトリー株式会社



【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

えんたのれんこん推進会議
（徳島県鳴門市）

蓮根、レンコンパウダー 等

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。

【取組概要】

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

【取組概要】

○

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

【主な商品】 ユズジャム、マーマレード、ポン酢 等

【事業名】

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】

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。

○

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】
○

加工
直売

株式会社 海苔漁師 電話088-666-3850

（徳島県北島町） http://www.noriryoshi.com/

生海苔を使った高付加価値商品の加工と販売事業

【主な商品】 板海苔、冷凍生海苔 等

【事業名】

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

【取組概要】

【主な商品】 化粧品(ジェル、シミトリ) 等

【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

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。

○

○

稲畑香料(株)、(株)メディア ドゥ、（株）コスメティックジャパン
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加工
直売
輸出

株式会社 黄金の村 電話0884-64-8883

（徳島県那賀町）

加工
直売

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/

2011/6/1～2016/3/31【実施期間】

2011/8/1～2016/7/31【実施期間】 2012/1/1～2016/12/31【実施期間】

2011/6/1～2014/6/1【実施期間】
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○ 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。

【主な商品】

しょうがシロップ、しょうが味噌、白うり漬物 等

【取組概要】

【事業名】

○ 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。

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

【取組概要】
○

【主な商品】 氷菓子 等
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【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

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。

【事業名】

○

【主な商品】 ブルーベリージュース 等

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。

【取組概要】

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

加工
直売

加工
直売

加工
直売

西地食品有限会社 電話0884-36-2284

（徳島県阿南市） http://nishiji-foods.com

増田 一城（ファースト園芸）
（徳島県小松島市）

後藤田 博之（あぐり工房美郷）
（徳島県吉野川市） 電話0883-43-2644

2012/1/1～2016/12/31【実施期間】

2012/2/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】
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○

○

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。

【取組概要】
○

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
る高付加価値化の実現

【主な商品】 椎茸レトルト食品 等

【主な商品】 ジャム、ドレッシング、ジュース 等

【取組概要】

【事業名】

【事業名】

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。

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

「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。

○

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。

○

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。

【事業名】

○

【主な商品】

いちごジャム、いちごドレッシング 等

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。

【取組概要】

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、
販売事業

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。

○

2

○

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

【取組概要】

【事業名】 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

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。

○
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

加工
直売

安崎 浩二（あんちゃんふぁーむ）
（徳島県藍住町） 電話088-692-2849

有限会社 丸浅苑 電話088-677-8105

（徳島県徳島市） http://www.maruasaen.com/

大住 末喜（大住いちご） 電話088-699-2419

(徳島県松茂町) http://www.geocities.jp/oochanichigo/

原田 隆男（原田トマト） 電話088-695-3189

（徳島県阿波市） http://haradatomato.com/

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2017/2/28【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】



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。

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

○

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

【主な商品】 梨ジャム、ドレッシング 等

【事業名】

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。

【取組概要】
○

【主な商品】レンコンパウダー、酢レンコン 等

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

2

【取組概要】

○

【主な商品】 構造材用化粧合板、木材利用製品 等

【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

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。

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。

○

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。

○

○

【主な商品】 米味噌、ゆず味噌、
アメゴの一夜干し・燻製 等

【取組概要】

【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

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。
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

一森 美智代（一森農園） 電話0886-99-5778

（徳島県松茂町）

有限会社 酒井農園 電話088-685-0372

（徳島県鳴門市） http://sakai-nouen.com/

八重地地区6次産業化研究会
（徳島県上勝町） 電話0885-46-0470

加工
直売

株式会社 ビッグウィル 電話0883-79-3300

（徳島県東みよし町） http://www.bigwill.co.jp/

【実施期間】 2012/3/1～2016/12/31 【実施期間】 2012/11/1～2017/4/30

【実施期間】2012/3/1～2016/7/31

【実施期間】 2013/3/1～2017/3/31
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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。

○

○

【主な商品】 カット葱、葱焼き、葱焼きセット 等

【取組概要】

【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

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。

【取組概要】
○

【主な商品】 柿酢

【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

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。

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。

○

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。

○

○

【主な商品】 いちごの氷菓子、清涼飲料水、ジャム

【取組概要】

【事業名】 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

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。

【取組概要】
○

【主な商品】バジルオイルソース、バジルビネガー

【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

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。
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

加工
直売

戎 芳郎（戎 米太郎）電話088－664－0034

（徳島県徳島市）

野田 茂 電話088-695-5188

（徳島県阿波市）

半田あたご柿柿酢の会
（徳島県つるぎ町）

株式会社那賀ベジタブル 電話0884-62-3233

（徳島県那賀町） http://naka-vegetable.com/

2013/3/1～2017/12/31【実施期間】 2013/3/1～2017/12/31【実施期間】

2013/3/1～2017/12/31【実施期間】
2013/3/1～2017/7/31【実施期間】
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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。

○

○

【主な商品】 スムージー、ポタージュ、青菜米粉パン 等

【取組概要】

【事業名】 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

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。

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。

○

○

【主な商品】 人参のジェラート、カップケーキ 等

【取組概要】

【事業名】 人参を活用した、氷菓子・焼菓子の開発・製造・販売

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。

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。

○

○

【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

【取組概要】

【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

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。

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。

○

○

【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

【取組概要】

【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

経営の多角化を行うことで農業経営の
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。
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加工
直売

合同会社ＰｌａｎB 電話0883－42－5268

（徳島県吉野川市） （さくらｃａｆｅ）

加工
直売

岩本 雅之 電話0883－35－4913 

（徳島県阿波市）

加工
直売

加工
直売

向 将勝 電話088－692－3303

（徳島県藍住町）

山上 勝弘 電話0884－73－1660

（徳島県海陽町）

2013/6/1～2017/2/28【実施期間】
2014/1/1～2017/12/31【実施期間】

2014/1/1～2018/12/31【実施期間】 2014/1/1～2018/12/31【実施期間】
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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。

○

○

【主な商品】 天然鯛の煮付けセット、天然鯛の一切れ焼魚 等

【取組概要】

【事業名】 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

既存ルートを活用した卸販売と新たに
取り組む直接販売の２つのチャネルで販
売展開を行う。

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。

○

○

【主な商品】苺のジェラート、苺のかけるジャム 等

【取組概要】

【事業名】 苺を活用したジェラート、ジャムの企画開発・販売

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。

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。

○

○

【主な商品】アジ、イワシ、サバの柚子・すだち風味冷凍干物

【取組概要】

【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

販路は直売、産直市、卸販売の他、自
社ＨＰでネット販売する。
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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。

○

○

【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

【取組概要】

【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

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。

加工
直売

加工
直売

加工
直売

加工
直売

山仁産業有限会社 電話0886－82－0719

（徳島県鳴門市）

大久保 尚勇 電話0885－42－3582

（徳島県勝浦町）

上野 準二 電話0883－43－2509

（徳島県吉野川市）

鞆浦漁業協同組合 電話0884－73－0011

（徳島県海陽町）

2014/3/1～2018/10/31【実施期間】 2014/6/1～2018/12/31【実施期間】

2014/6/1～2018/12/31【実施期間】
2014/6/1～2018/12/31【実施期間】
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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。

○

【主な商品】 ランチコースのサラダ、
カネイファームサラダ

【取組概要】

【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

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。

○

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。

○

【主な商品】 ソーセージ、一口カツ、焼豚等

加工
直売

有限会社 石井養豚センター 電話088-674-1277

（徳島県石井町） http://www.wiener.co.jp/

【取組概要】

【事業名】 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

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。

○

○

【主な商品】

加工
直売

有限会社 美馬交流館 電話0883-63-2005

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

【取組概要】

【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

○

【主な商品】

加工
直売

実森ラボラトリー株式会社 電話050-8805-3525

（徳島県美馬市） http://

【取組概要】

【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

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。

みまから一味、みまから唐辛子輪切り

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。

アワノカオリ、アワブラン、
パンケーキミックス
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株式会社カネイファーム 電話080－4032－9161

（徳島県藍住町） https://www.aqulier.com/
ﾚｽﾄﾗﾝ

2015/6/1～2018/11/30【実施期間】
2017/4/1～2022/3/31【実施期間】

2018/4/1～2023/3/31【実施期間】 2018/4/1～2020/12/31【実施期間】



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

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

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）

東かがわ市
●農業生産法人株式会社ムムム自然栽培農場

綾川町
●松本 稔
●稲木 健造

＜香川県６次産業化事業計画認定者一覧＞

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

中国四国地域6次産業化認定計画事例集

7-1

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

丸亀市
●高橋 光男
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○

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

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/

【取組概要】

【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

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。

○

○ 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

【取組概要】

【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

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。

○

加工
直売

中田茂富 （株式会社中田養蜂）
（香川県高松市） 電話087-881-3457
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【取組概要】

加工
直売

大地と語り合う会 電話0875-67-2658

(香川県三豊市) http://daichinokai.com/network.htm

【主な商品】 アイスクリーム、ヨーグルト等

【事業名】 ボイセンベリーを利用した商品の加工・販売事業

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。

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。

○

○

【実施期間】

【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

有限会社 広野牧場 電話087-899-0555

（香川県三木町）http://www.hirono-farm.com/

ジェラート、ソフトクリーム

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。

【取組概要】

自社生乳を用いた商品開発及び販売展開

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。

○

「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。

○

2011/6/1～2013/12/31【実施期間】 2011/6/1～2013/12/31

2011/6/1～2015/7/31【実施期間】 2011/6/1～2015/12/31【実施期間】
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○

【主な商品】 マッシュ野菜、介護・高齢者食、
野菜スープ

【取組概要】

【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

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。

○

加工
直売

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/

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。

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。

○

○

【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

【取組概要】

【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

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。

【取組概要】

○

加工
直売

㈱アライオリーブ 電話0879-82-0733

（香川県小豆島町） 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

【主な商品】 オリーブオイル、
オリーブ新漬け 等

【事業名】

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。

○ 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。

【事業名】

○

【主な商品】 発芽発根にんにく

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。

【取組概要】

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。

(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）

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

http://www.mitoyofarm-s.com/（三豊FS）
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加工
直売

松本 稔 電話087-876-2171

（香川県綾川町） http://matsumotonouen.com/

加工
直売

2011/9/1～2016/8/31【実施期間】 2011/11/1～2015/8/31【実施期間】

2012/11/1～2015/12/31【実施期間】 2013/4/1～2016/12/31【実施期間】
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【取組概要】
○

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

【主な商品】 ネイチャー・イン・フレーム

【事業名】

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。

【取組概要】

○

たこ漁師夫婦がつくる「新鮮活たこ加工品」の流通販売

【主な商品】 活たこ、たこ刺し、煮たこ、たこめしの素 等

【事業名】

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。

【取組概要】
○

株式会社 森のいちご 電話087-890-3035

（香川県三木町） http://morinoichigo.com/

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

【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

【事業名】

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。
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加工
直売

庄司 尉晶 電話0875-27-6151

（香川県観音寺市） http://takonoyachan.com/

加工
直売

直売
有限会社モリヒロ園芸 電話0875-24-2099

（香川県観音寺市） http://www.morihiro-flower.com/

2013/6/1～2016/12/31【実施期間】 2013/11/1～2018/6/30【実施期間】

2014/3/1～2018/8/31【実施期間】
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【取組概要】

○

加工
直売

株式会社 アンファーム 電話0875-67-2336

（香川県三豊市） http://www.fl-annfarm.com/ 

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

【主な商品】 バウムクーヘン、ドライフルーツ

【事業名】

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。

【取組概要】
○

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

【主な商品】 ジャージーソフトミックス

【事業名】

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。

【取組概要】
○

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

【主な商品】 生菓子、焼き菓子、カフェメニュー 等

【事業名】

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。

○ 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。

【取組概要】
○

加工
直売

さんわ農夢株式会社 電話0875-63-2365

（香川県三豊市） 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

【主な商品】 弘法の恵ペースト、弘法の恵焼き菓子 等

【事業名】

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。
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有限会社 大山牧場 電話0879-43-6134

（香川県さぬき市） http://www.ushiojisan.com/ 

加工
直売

加工
直売

農事組合法人 東山産業 電話087-898-1425

（香川県三木町） http://www.higashiyama-sg.jp /

2014/11/1～2018/7/31【実施期間】 2014/11/1～2019/2/28【実施期間】

2014/11/1～2019/8/31【実施期間】
2015/4/1～2020/3/31【実施期間】

http://www.sannwanohmu.jp/data/sannwanohmu/product/koubou/04.jpg
http://www.sannwanohmu.jp/data/sannwanohmu/product/koubou/04.jpg
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【取組概要】
○

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

【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

【事業名】

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。

【取組概要】
○

加工
直売

株式会社 フジムラフーズ 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

【主な商品】 焼き豚、味噌焼き、ポークソテー 等

【事業名】

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。

【取組概要】
○

加工
直売

大平水産 株式会社 電話0875-82-2837

（香川県三豊市）

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

【主な商品】 いりこおつまみ、いりこのふりかけ、
いわしのオイル漬け

【事業名】

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。

○ 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。
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加工
直売

高橋 光男 電話0877-98-6259

（香川県丸亀市）

2015/4/1～2019/9/30【実施期間】
2015/4/1～2020/3/31【実施期間】

2015/4/1～2018/12/31【実施期間】
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加工
直売

株式会社三豊エコファーム 電話 0875-74-6720

（香川県三豊市） 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】

【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

○

64

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。
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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】

【主な商品】水稲うるち米

○ 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。

2019/2/1～2021/11/30【実施期間】 2019/4/1～2021/12/31【実施期間】

【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】

【主な商品】 カットブロッコリー

○ 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。

加工
直売

さんわ農夢株式会社 電話0875-63-2365

（香川県三豊市） http://www.sannwanohmu.jp/



＜愛媛県６次産業化事業計画認定者一覧＞
西条市
●有限会社雅園
●(株)水の愛（香川・三豊ファームサービスと共同申請）
● Art Rose研究会
●株式会社ひのいちご園
●株式会社西条福祉園

今治市
●有限会社三皿園
●カネキ水産株式会社
●株式会社森のともだち農園
●株式会社大三島みんなのワイナリー

伊予市
●窪中 良樹

大洲市

●菊地 義一
●有限会社いのうえ果樹園
●愛媛たいき農業協同組合

八幡浜市
●濵田 善純

内子町
●株式会社内子フレッシュパークからり
●株式会社内子フレッシュパークからり

鬼北町
●清家 頭仁

宇和島市
●山本 展弘
●芝 磯美
●有限会社南四国ファーム
●株式会社タイチ
●えひめ南農業協同組合

愛南町

●愛南漁業協同組合
●株式会社みかん職人武田屋

西予市
●三瓶ヒラメ養殖協議会
●株式会社味彩

中国四国地域6次産業化認定計画事例集
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伊方町
●株式会社中田水産
●株式会社佐田岬共販
●株式会社ニュウズ

四国中央市
●合同会社赤石の泉松山市

●有限会社 i-rose 
●有限会社てんぽ印



【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

有限会社 雅園 電話 0898-66-3152

（愛媛県西条市）

コロッケ、ジュース、アイスクリーム 等

自ら生産する柑橘類、いちじく、
さつまいも、さといもを活用して
コロッケ、アイスクリーム・ジェ
ラート、ジュース等の開発・製造
を行う。直売施設の整備に加え、
県内外の飲食店や加工業者、
量販店と契約することにより新
たな販路を開拓する。

【取組概要】

果樹・野菜・芋類を利用した新商品の製造・販売事業

【取組概要】

○

産地化を目指すブラッドオレンジの加工・販売事業

【主な商品】 オランジェ、ピール、ハーブティ 等

【事業名】

自ら生産するブラッドオレンジを活用し
てオランジェ、ピール、ハーブティーの開
発・製造を行うとともに、観光ツアー土産
やギフト商品への販路開拓に取り組む。

移動販売車を導入、とれたて果実から
搾ったジュース、加工品を生かしたパンを
販売。

○

【仮】

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【主な商品】
じゃばら・柿カレー、じゃばらマーマレード、
じゃばら・柿ディップ 等

【取組概要】

【事業名】 じゃばら、富有柿を活用した高付加価値調味料やスイーツ素材の開発、
製造及び販路開拓

構成員が生産するじゃばら・富有
柿を活用し、チャツネ・ソース・ピー
ル・ドライフルーツの開発・製造を行
うとともに、自社の直売所・インター
ネットでの販売、百貨店等への販路
開拓、ポイントカード会員へのＤＭ送
付に取り組む。

○

加工
直売

山本 展弘 電話 0895-32-1773 

（愛媛県宇和島市）

【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

菊地 義一 電話 090-1574-3803

（愛媛県大洲市）

ドライフルーツ 等

自ら生産するトマト、キウイ
フルーツを活用してドライフ
ルーツの開発・製造を行うと
ともに、インターネット通販を
効果的に活用し、全国各地
の消費者を開拓することに
より、農業経営の改善を図
る。

【取組概要】

キウイフルーツとトマトのドライフルーツへの加工と販売

8-2
【実施期間】 2011/6/1～2013/12/31

加工
直売

(株)内子フレッシュパークからり
（愛媛県内子町） 電話 0893-43-1122

http://www.karari.jp/

2011/6/1～2016/5/31【実施期間】 2011/6/1～2015/9/30【実施期間】

2011/6/1～2015/12/31【実施期間】
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○

新たに、漁協組合員が水揚げし
たカツオを活用して丼セットの開
発・製造を行うとともに、東京都と
の交流を通じた販路開拓により新
たな販売先を得て、漁業経営の改
善を図る。

【主な商品】 かつお丼セット 等

加工
直売

愛南漁業協同組合 電話 0895-72-1135 

（愛媛県愛南町） http://jf-ainan.or.jp/

【取組概要】

【事業名】 カツオをはじめとする地域水産物を活用した商品開発・加工・販売事業

○

カツオを船上で活け締め、脱血
処理し、鮮度を維持した「愛南び
やびやかつお」を販売。

【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

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

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

http://www.mitoyofarm-s.com/（三豊FS）

発芽発根にんにく

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。

【取組概要】

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。
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【取組概要】

○

有機JAS栽培された柑橘を使用した新たな商品開発と販売事業

【主な商品】

柑橘コンフィチュール、
レモンジュース 等

【事業名】

自社生産の柑橘を使用し
た、健康志向ニーズにあっ
た有機JAS栽培の「有機コ
ンニャク入り柑橘コンフィ
チュール」及び「レモンを
使ったジュース」の開発・製
造・販売を行う。

【主な商品】

○

地域のお年寄り、野菜ソムリエ、北
宇和高校生の協力を得て、自ら生産
する野菜を加工し「サラダ感覚(仮称）
の新たな漬物」の開発・製造を行い、
県内各地でのテスト販売を通してニー
ズに沿った新商品を目指す。

【取組概要】

【事業名】 鬼北産新鮮野菜の新商品開発・製造販売事業

4年前にUターンし就農。野菜1.5ha、
果樹1.5haを栽培。

○

サラダ感覚の漬物 等

加工
直売

加工
直売

有限会社 三皿園 電話 0898-53-2368 

（愛媛県今治市） http://misaraen.com/

清家 頭仁 電話 0895-27-2820 

（愛媛県鬼北町）

2011/6/1～2016/3/31【実施期間】 2011/11/1～2016/4/30【実施期間】

2011/11/1～2015/8/31【実施期間】 2012/3/1～2016/12/31【実施期間】



【取組概要】
○

【主な商品】 プリザーブドフラワー、
アレジメントフラワー 等

【事業名】 規格外の「花卉」の新たな加工と販路開拓の取り組み

西条市丹原地域で「バラ」を栽培して
いる生産者3名で組織。

○ 規格外バラを活用したプリザーブドフ
ラワー及びアレンジメントフラワー（生
花）の加工、新たな販路開拓により、経
営の多角化と安定化を図る。

【事業名】

○

【主な商品】 フルーツソース、イチゴジェラート 等

完熟イチゴの「イチゴリアルフルーツソース」
「イチゴジェラート」「チョココーティングイチゴ」
の開発・製造を行い、近隣の産直市等での販
売を行う。また、観光農園内での収穫・加工体
験などを行い、来場者への販売に繋げる。

【取組概要】

自社農場で生産したイチゴ・トマトの新たな保存方法への取り組みと
加工・販売事業

イチゴ、トマト、椎茸を栽培し、12月～5月に
イチゴもぎとり観光農園を開園している。

○

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

○

種苗用アコヤ貝を原料とした新たな加工品の開発

【主な商品】 活かしアコヤ貝、ボイルアコヤ貝 等

【事業名】

アコヤ母貝を養殖する工
程で真珠養殖用として出荷
できず、未利用であったア
コヤ貝稚貝を「食用アコヤ
貝」として活用、活かしやボ
イル加工して飲食店や産直
市等で販売する。

○

【主な商品】 外皮を剥いだ冷凍みかん

【取組概要】

【事業名】 規格外のみかん（柑橘）を活用した加工品（菓子等）の開発、製造
および販路開拓

構成員及び会員の柑橘農家が生産した、
ジュース用となる規格外のみかんを活用し、
手軽に食べられる菓子加工品「冷凍みかん
（冷凍柑橘）」の開発、製造、販売を行う。

既存の当社販路の販売に加え、産地の
ＰＲを兼ねた新しい販路開拓に取り組み、
知名度と販路の拡大を図る。

○
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加工
直売

加工
直売

加工
直売

窪中 良樹
（愛媛県伊予市）

Art Rose 研究会 電話 090-4055-8629 

（愛媛県西条市）

芝 磯美 電話 090-3182-7363 

（愛媛県宇和島市）

加工
直売

有限会社 南四国ファーム 電話0895-52-0330

（愛媛県宇和島市） http://www.kinahaiya.jp/1101.html

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】 2012/6/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/10/31【実施期間】 2013/3/1～2017/8/31【実施期間】
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鯛そのものの素材の良さが活きてい
る「カネキ印来島鯛」を使い、瀬戸内の
伝統的な「鯛の浜焼き」を商品化する。

○

○

【主な商品】 鯛の浜焼き、鯛カマ浜焼き

【取組概要】

【事業名】 「来島鯛」を使用した「浜焼き」の商品開発・加工・販売事業

活用が進んでいない「カマ」を使った
新商品「鯛カマ浜焼き」の開発と販路拡
大に取り組む。

自ら生産する鮮度抜群のイチゴを原料に
オリジナルのスイーツなどを商品化し、生産
ロスを低減し経営の安定を図る。

○

○

【主な商品】 いちごサンド、いちごサイダー
いちごロールケーキ

【取組概要】

【事業名】 自社のいちごを使った農園スイーツの開発、製造および販路開拓

新商品を自園で販売することで、知名度の
向上を図り、園の入場者数増加を目指す。

ハーブ媛ひらめを使用した押し寿司や出
荷基準に該当しないヒラメを加工した「ヒラメ
フライ」など、新たな加工商品の開発と販売
を行う。

○

○

【主な商品】 ハーブ媛ひらめ押し寿司、カットヒラメ、
ヒラメスティックフライ

三瓶ヒラメ養殖協議会 電話 0894-3４-0206

（愛媛県西予市）

【取組概要】

【事業名】 協議会ブランド「ハーブ媛ひらめ」を使用した押し寿司等加工品の
製造及び販売

調理が簡単で、食べやすい状態の加工商
品を開発し、魚離れ解消とハーブ媛ひらめ
ブランドの強化を図る。
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加工
直売

加工
直売

株式会社 ひのいちご園 電話 0897-55-7930

（愛媛県西条市） http://hinoichigoen557930.web.fc2.com/

カネキ水産株式会社 電話 0897-86-2200 

（愛媛県今治市）
加工
直売

2013/5/1～2018/4/30【実施期間】
2013/3/1～2017/8/31【実施期間】

2013/4/1～2017/6/30【実施期間】
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○

【主な商品】 粒皮豆乳ソフトクリーム・アイスクリーム

【取組概要】

【事業名】 摘果みかん、加工用みかんの未利用の果皮を活用した加工品の
開発、製造及び販路開拓

廃棄していた摘果みかん（青み
かん）や、ジュース加工後の未利
用果皮を健康志向にマッチするよ
う豆乳に練りこんだ加工品の開
発・製造・販売を行い、売上増を
図る。
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【事業名】

○

【主な商品】 フローズンゼリー、河内晩柑1/4カット 等

【取組概要】

河内晩柑等を使用したフローズンゼリーとカット青果の開発・加工
及び首都圏での販売

河内晩柑等柑橘の規格外品を使
用したフローズンゼリーの商品開
発を行い、首都圏の学校給食向け
販売する。また、学校給食向け青
果の1/4カットを本格的に展開する。

新たな青果販売としてJR東日本
の駅中店舗を短期間賃借し、アン
テナショップとして展開。

○

○

【主な商品】 おやき、ピクルス、ジャム

【取組概要】

【事業名】 地域コミュニティーの維持発展を目指したピーマンでの新たな加工品
の開発と販売

加工に使用していなかったピー
マンと葉っぱを主原料とし、西予
市明浜のちりめんじゃこ、県産の
米粉や小麦を使ったピーマン加
工品の開発、製造、販売を行う。

加工
直売

加工
直売

加工
直売

濵田 善純 電話 0894-22-5083

（愛媛県八幡浜市）
株式会社 味彩（あじさい）電話 0894-69-4330

（愛媛県西予市） http://www.ehime-ajisai.jp/index.html#

株式会社みかん職人武田屋 電話0895-72-673

（愛媛県愛南町） http://www.takedanouen.com/

2013/4/1～2017/7/31【実施期間】 2013/4/1～2017/12/31【実施期間】

2013/6/1～2017/8/31【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】

株式会社森のともだち農園 電話 0898-55-2427

（愛媛県今治市） http://www.moritomo.com/

冷凍ブルーベリー大福、
冷凍ぎょうざ、冷凍シュウマイ 等

【取組概要】

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

自社栽培するブルーベリーとマコ
モタケを活用して新商品の開発・加
工・販売という６次産業化によるビ
ジネスモデルを構築する。

販売は既存の産直市の他、イン
ターネットを充実し、全国の消費者
向けに販売する。

○

○

【主な商品】 みかん酢

【取組概要】

【事業名】 温州みかんを利用した本格醸造によるみかん酢の製造及び
販路開拓事業

自ら栽培する温州みかんの規格外
品を活用した本格醸造のみかん酢を
開発、加工、販売する。

販売先としては、自然健康食品を取
扱う流通業者への卸販売やインター
ネットによる直売。

○

【事業名】

○

【主な商品】鯛めしの素、鯛茶漬け用切り身

【取組概要】

鯛のアラ・カマを有効活用した「鯛めしの素」の開発・製造・販売事業

自社で養殖する鯛のカマ、ア
ラを用いた「鯛めしの素」の製
造、規格外品を用いた「鯛茶漬
け」の開発を行う。

飲食業者、コンビニエンススト
ア及びスーパー等への販売を
行う。

○

【事業名】

○

【主な商品】 蜂蜜酒(ミード)

【取組概要】

夏季に採取する蜂蜜を活用した蜂蜜酒(ミード)の開発・製造・販売
事業

佐田岬半島で夏季に採取した自
社産蜂蜜を用いて、ミード（蜂蜜
酒）の開発、販売を行う。

既存の販売先の他、県内外のレ
ストラン及び産直市等へ販売する。

○
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加工
直売

有限会社いのうえ果樹園 電話 0893-53-0462 

（愛媛県大洲市）

加工
直売

加工
直売

株式会社佐田岬共販 電話 0894-54-0039 

（愛媛県伊方町）
加工
直売

株式会社中田水産 電話 0894-38-0737 

（愛媛県伊方町） http://www.nakata-suisan.com/

2013/6/1～2017/9/30【実施期間】 2013/11/1～2018/5/31【実施期間】

2014/3/1～2019/2/28【実施期間】 2014/3/1～2018/8/31【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】 レインボウ・ジェラート

【取組概要】

果樹や野菜を活用した「レインボウ・ジェラート」の開発、製造及び
販路開拓

組合員が生産した7種類の果樹
や野菜を活用した「レインボウ・ジェ
ラート」を開発、製造する。

自社のポイントカード会員に対し
ＤＭによる販促活動や県内外の消
費者との販売交流会を行うとともに、
自社の直売所や高級スーパー等
に販売する。

○

【事業名】

○

【主な商品】 柑橘類のカットフルーツ、ピール等

【取組概要】

規格外柑橘を活用した加工品開発、製造及び販路開拓拡大と海外
輸出での新規市場開拓

自ら生産した柑橘類の余剰品を
利用して、カットフルーツ真空パッ
ク、ピール等の新商品の開発、製
造を行う。

既存ルートを活用して加工品を販
売するほか、首都圏の学校給食、
病院等へ販売する。また、台湾に
現地法人を設立し輸出を行う。

○

【事業名】

○

【主な商品】 乾燥玉ねぎ

【取組概要】

皮むき・天日干し加工による乾燥玉ねぎの製造・販売事業

自社生産した玉ねぎの規格外品
を利用し、皮むき、天日干し乾燥加
工した高付加価値商品の開発、製
造を行う。

食品加工会社等既存の販売ルー
トを活用しつつ、生協、介護施設等
にも販路を拡大する。

○

【事業名】

○

【主な商品】 真空パック水煮筍

【取組概要】

愛媛大洲・内子産筍を活用した一般消費者向け真空パック水煮筍
の開発・加工・販売事業

組合員が生産した筍を活用し、消
費者向けの国産筍の真空パック商
品を新たに開発し、直売所等で販
売する。

組合員に対して間伐、肥培管理
等営農指導を進め、作付拡大とブ
ランド化を図り、担い手育成等地域
営農の振興に取り組む。

○
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愛媛たいき農業協同組合 電話 0893-24-4181 

（愛媛県大洲市） http://www.ja-ehimetaiki.or.jp/

加工
直売

加工
直売

(株)内子フレッシュパークからり
（愛媛県内子町） 電話 0893-43-1122

http://www.karari.jp/

加工
直売
輸出

株式会社ニュウズ 電話 0894-38-2165 

（愛媛県伊方町） http://www.news-mikan.com/

加工
直売

株式会社西条福祉園 電話 0898-68-5141 

（愛媛県西条市）

2014/6/1～2019/3/31【実施期間】 2014/6/1～2019/3/31【実施期間】

2014/6/1～2019/3/31【実施期間】 2014/11/1～2018/3/31【実施期間】
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【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

株式会社タイチ 電話 0895-28-0248 

（愛媛県宇和島市） http://taichiro-kun.com/

鯛の丸焼きほぐし身出汁商品

【取組概要】

養殖鯛を使った「鯛の丸焼きほぐし身出汁商品」の製造・販売

自社で養殖した鯛を活用し、既存の
顆粒や粉末状の出汁商品とは違う鯛
独特の風味のある出汁商品の開発、
製造を行う。
業務用食材卸や外食産業等に販売、
経営の多角化を図る。

○

自社で改良した餌の調合技術を用い
て魚の成育不良の改善を行う。

○

【事業名】

○

【主な商品】

加工

【取組概要】
化学肥料、化学農薬、除草剤を一切
使用しないで栽培したゆずを、本事業
で整備する精油加工場において、自ら
高品質かつ効率的なゆず果皮精油を
製造し、販路の開拓を行う。

○

ゆずの搾汁後の果皮残渣を活用した加工品（精油）の開発、製造
及び販路開拓

えひめ南農業協同組合 電話 0895-2２-8111 

（愛媛県宇和島市） http://www.ja-eminami.or.jp/index.htm 

組合員の所得の向上を図ると共に、
生産面積の拡大、耕作放棄地の減少、
及び新たな雇用の創出を図る。

ゆず果皮精油

【事業名】

○

【主な商品】

輸出 合同会社赤石の泉 電話 0896-74-2698 

（愛媛県四国中央市）

赤石五葉松

【取組概要】

赤石五葉松盆栽の海外への販路拡大と新たな販売事業

地植え圃場に放置されている赤石五
葉松を買取り盆栽に仕立てることによ
り、価値の向上や植物検疫に対応した
海外向け販売商品の開発に取り組み、
盆栽の輸出による売上の拡大と知名
度の向上を図る。

また、国内の愛好家や企業への販売
及び、法人に対しリース事業に取り組
むことで継続的に所得の向上を図る。

2014/11/1～2019/6/30【実施期間】 2016/4/1～2021/3/31【実施期間】

2016/11/1～2021/3/31【実施期間】
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健康志向の消費者を対象に、有機栽培の農産物を用い食品添加物を
使用しない乾燥加工食品の製造・販売
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【主な商品】
バラ苗（初心者用キット、ギフト用開花苗など）
ドライフラワー、ローズヒップ（ティー） など

加工
直売

有限会社 i-rose   電話089-931-0567

（愛媛県松山市） https://www.i-rose.net/

【取組概要】

【事業名】

【主な商品】
乾燥野菜（大根、人参、ゴーヤなど）
乾燥果実（キウイフルーツ、レモンなど）

加工
直売

有限会社 てんぽ印 電話089-995-5656

（愛媛県松山市） http://www.muchachaen.jp/

【取組概要】

【事業名】バラの潜在ニーズを掘り起こす新たな販売方式と商品情報を付加
した販売方式の改善

○ バラの新たな加工品（ドライフラワー、乾燥ロー
ズヒップ、ローズヒップティー）の開発・販売
○ 新たなギフト用商材として、開花バラ苗やクレマ
チスとの組み合わせ苗等を販売
○ 新たに整備する見本ガーデンや店舗における
庭造りプロデュースやアレンジメント等の各種教
室の開催（アフターフォローの充実）
○ 顧客信用力を高めるため、新たに保証書となる
タグを付与（ＱＲコードとバーコードも記載）

○ 有機栽培した大根等の野菜、キウイフ
ルーツ等の果実を用い、食品添加物を使
用しない乾燥加工食品を製造・販売

○ 加工場を新設し、有機加工食品の認定
を取得した上で有機JASマークを用いた
新商品を販売

2018/4/1～2022/8/31【実施期間】 2018/4/1～2022/7/31【実施期間】

【主な商品】
赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン

加工
直売

株式会社 大三島みんなのワイナリー
（愛媛県今治市） 電話0897-72-9377

http://www.ohmishimawine.com/

【取組概要】

【事業名】 しまなみ島嶼(ﾄｳｼｮ）部初となる自社醸造ワインの製造と自社ワイ
ナリーでの販売

○ 委託醸造で製造していたワインを自社ワイナリー

での醸造に転換

○ 新たな顧客獲得に向け、体験型ワイナリーとして

作業体験イベント等の企画運営

○ 同敷地内の「大三島憩いの家」との連携イベント

の開催

○ ワイナリーでの直販や酒販店への卸による新た

な販路の確保

○ 赤・白ワインに加えスパークリングワインを商品化

2020/1/1～2024/2/29【実施期間】



＜高知県６次産業化事業計画認定者一覧＞

いの町
●国友商事株式会社
●刈谷 真幸

越知町

●株式会社岡林農園

四万十町

●合同会社広井茶生産組合
●株式会社ぶらうん
●有限会社源水
●株式会社おしょうファーム
●四万十野菜合同会社

四万十市
●四万十川下流漁業協同組合

三原村
●公益財団法人 三原村農業公社土佐清水市

●足摺岬有限会社

黒潮町

●土佐佐賀くろしお工房

須崎市
●株式会社土佐洋

佐川町
●黒岩じるし

高知市

●山﨑八洲子
●有限会社ニシモト
●一般財団法人夢産地とさやま開発公社
●よしむら農園

日高村
●農事組合法人霧山茶業組合

香南市
●間城 正博
●株式会社土佐の高知のくだもの畑

安芸市
●有限会社はたやま夢楽
●株式会社岡宗農園

中国四国地域6次産業化認定計画事例集
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香美市

●有限会社 大地と自然の恵み

本山町

●(株)ウインドファミリー
●株式会社山下農園

馬路村

●馬路村農業協同組合

南国市
●一般社団法人エンジェルガーデン南国



○ 自ら生産する茶を活用して四万十
給茶システム、四万十緑茶シリーズ、
スイーツ、茶殻脱臭剤の開発・製造
を行うとともに、道の駅、インターネッ
ト等通信販売を行うことにより新たな
販売先を得て、農業経営の改善を
図る。

【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

株式会社 ぶらうん 電話0880-24-0424

（高知県四万十町）直売店（こっこらんど）0880-22-3488

卵、プリン、ロールケーキ 等

自ら生産する鶏卵を活用してプリン、
シュークリーム、ロールケーキ等ス
イーツの開発・製造を行うとともに、新
設予定の直売店及びインターネットで
の販売を行うことにより新たな販路開
拓に取り組む。

【主な商品】 お茶（紙パック） 等

加工
直売

【取組概要】

【取組概要】

自社鶏卵・鶏肉を利用した加工商品・直売店での販売事業

【事業名】 1・2・3・6一次産業再生ビジョン 四万十のお茶農家はこんなに元気
プロジェクト

鶏の飼料に動物性飼料を使わずに、大豆の皮や米ぬかなど、素性の明ら
かな植物性の飼料のみで育てた、ベジタリアンの鶏の卵を「コロンブスの茶
卵」として販売している。

○

【促進事業者】 株式会社四万十ドラマ

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

○

【主な商品】 柑橘果汁ジュレ 等

【事業名】 高知特産柑橘果汁を使った飲むジュレの製造及び販路開拓

高知県産柑橘類を使った
ちょっと贅沢な大人のスイーツ
としての飲むタイプのジュレを
開発。店頭での陳列販売以外
に、持ち帰りやギフト向けなど
新たな販売方法に取組む。

【事業名】

○

【主な商品】

加工
直売

黒岩じるし 電話0889-22-9077

（高知県佐川町） http://kuroiwa-jirushi.com/

焼き菓子、アイスクリーム 等

黒岩地区産の牛乳(ぢちち)と黒
岩地区で生産されている一次産
品を組み合わせて焼き菓子やア
イスなどの商品を開発し販売して
いく。

20代から40代の女性を主な販
売ターゲットに商品開発を行う。さ
らに、自らの販売拠点となる店舗
を整備し直売体制を作っていく。

【取組概要】

佐川町黒岩地区産の地乳(ぢちち)と農産物を利用したスイーツの
加工販売事業

○
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合同会社 広井茶生産組合 電話0880-28-5083

（高知県四万十町）

【実施期間】 2011/6/1～2014/3/31

加工
直売

株式会社 岡林農園 電話0889-27-2205

（高知県越知町） http://buntan-ok.com/

2011/6/1～2014/11/30【実施期間】 2011/11/1～2016/3/31【実施期間】

2011/11/1～2016/8/31【実施期間】



【取組概要】
○

加工
直売

足摺岬有限会社 電話0880-82-1594

（高知県土佐清水市）

幻のキーツマンゴーの生産及び商品加工・販売

【主な商品】 キーツマンゴー、ジュース

【事業名】

糖度の高いキーツマンゴーの本格
生産を拡大し、将来、土佐清水市を
キーツマンゴー産地としてブランド化
を図る。
また、規格外の青果を用いた、新
たな加工品の開発・販売を行う。

【促進事業者】 (株)土佐清水元気プロジェクト

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

○ 山茶の加工食品として、山茶
飴・山茶粥や雑穀、猪と山茶な
ど地域特有の食材を組み合わ
せた加工食品の開発。
また、新たに地域の放置田畑
を活用し、雑穀2ａ、山菜2ａの
栽培を行う。

【主な商品】 お茶、飴、お粥 等

【取組概要】

【事業名】 有機栽培による在来種の釜炒り茶の関連の食品開発と販売事業

【取組概要】

○

【主な商品】 まぐろ加工品 等

【事業名】 高知まぐろ延縄船団「海援丸」ブランドの生鮮まぐろ販路拡大事業

入港先で加工を委託し、魚市場
への荷卸のみだったまぐろを漁業
者自ら直接販売することで経営の
改善を図る。

17隻のまぐろ延縄漁船で、太平
洋で操業、生まぐろで日本一の水
揚高を誇っている。

○

【取組概要】
○

加工
直売

四万十川下流漁業協同組合 電話0880-33-0253

（高知県四万十市）

地域ブランドである四万十川スジアオノリ・アオサノリを利用した商品
の加工・販売事業

【主な商品】 スジアオノリ、アオサノリ 等

【事業名】

試験的に行っているスジアオノリ・ア
オサノリ小分けパックの本格的な販売
を行い、スジアオノリを粉末状に加工し
た新商品の開発を行うことにより組合
員の漁業経営の改善を図る。

スジアオノリ・アオサノリは、味、香り、
見た目ともに、四万十川ブランドとして
評価が高い天然資源。

○
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加工
加工
直売

国友商事株式会社 電話088-867-2544

（高知県いの町） http://www.kunitomo-f.co.jp/

株式会社 土佐洋 電話0889-43-0155

（高知県須崎市） http://www.ichibanbune.co.jp/

2011/11/1～2016/5/31【実施期間】
2011/11/1～2016/9/30【実施期間】

2011/11/1～2015/7/31【実施期間】
2011/11/1～2015/3/31【実施期間】



農産物及び加工品でJAS 有機規格の申請・取得す
ることにより、高付加価値をつける。

中国四国地域６次産業化認定計画事例集

【取組概要】

○

土佐の沖合底びき網漁船「幸成丸」の販路拡大・ブランド構築事業

【主な商品】
沖ウルメ干物、メヒカリ干物、メヒカリ佃煮

【取組概要】

○

【主な商品】 地鶏鍋セット、地鶏炭火焼 等

【事業名】

【事業名】

漁獲の中心である沖ウルメ及びメヒカリは、高品
質かつ安定供給可能な干物の製造方法を確立す
るほか、贈答用の商品の一つとしてメヒカリの佃煮
などの加工品も同時に開発をしていく。

鮮魚については、県外（北陸や関西、関東等）の
消費地市場への直接出荷を行う。

ブランド地鶏「土佐ジロー」による畑山まるごと６次産業化事業

自ら生産する高知県特産地鶏を活
用した鍋セット商品及び炭火焼き等
加工品の開発を行い、これまで外注
していた商品の自社制作、販路拡大
を目指す。
地域の振興・活性化を図るために６
次産業化に取り組むことで新たな産
業を興し、雇用の場を確保する。

○

○
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【事業名】

○

【主な商品】 有機生姜、ジンジャーパウダー

「美と健康・美意識」をコンセプトに女性に特化した生姜
加工新商品「ジンジャーパウダー」を開発、販売する。
特に首都圏在住者をターゲットに、女性が持ち歩く小物と
しての違和感がないデザインとして開発し、販路拡大に
取り組む。

【取組概要】

有機栽培生姜を使った「ジンジャーパウダー」の開発および販路
拡大

【促進事業者】 (株)and

○

加工
直売

加工
直売

加工
直売

刈谷 真幸 電話088-892-0691

（高知県いの町） http://kariya716.com/

山﨑八洲子 電話088-841-0409

（高知県高知市）

有限会社 はたやま夢楽 電話0887-34-8141

（高知県安芸市） http://www.tosajiro.com/

2012/3/1～2016/12/31【実施期間】
2012/3/1～2016/12/31【実施期間】

2012/3/1～2016/6/30【実施期間】

農事組合法人 霧山茶業組合 電話0889-24-4615

（高知県日高村） http://www.kiricha.com/

加工
直売

【事業名】 高知県産茶葉をベースにした新商品開発と販売事業

【取組概要】
若い世代のお茶離れ、ペットボトル
茶の消費の伸びに反して、茶葉の消
費量が減少する中、茶葉から社会の
変化に合わせた、独特の香り茶や地
元の素材と融合させたフレーバーティ、
ブレンド茶等の付加価値を高めた新
商品を開発し、生産・加工・販売まで
行うことで地域に貢献できる経営体を
目指す。

○

【主な商品】

【実施期間】 2012/6/1～2017/2/28

フレーバーティ 等
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○

【取組概要】

山のてっぺんのみかん農園のジュース・リキュール開発事業

【主な商品】 柑橘ジュース、リキュール 等

【事業名】

日当たりがよい山のてっぺんで、特
殊な管理で栽培した甘みの強い温州
みかん・はるかを活用し、柑橘ジュー
スとリキュールを開発・販売。

果実ブランドとして、「山のてっぺ
ん・ましろのみかん・間城正博作」が
地域に定着。

○

48

【事業名】

○

【主な商品】 魚介惣菜、魚介干物 等

底びき網漁業で水揚げされる低価
格な漁獲物を利用し、「漁師の嫁の
グループ」で漁獲物の高付加価値化
を目指して惣菜や干物等の新商品を
開発、製造し、量販店や飲食店等の
新たな販路開拓を行い販売する。

【取組概要】

黒潮町底びき網漁業の「漁師の嫁」による、低価格漁獲物を利用した
加工・販売事業

漁業の厳しい経営状況の中、「漁
師の嫁」6名が立ち上がり、起業。

○

【取組概要】

○

高知県初・本格的な小麦の生産・加工・販売業

【主な商品】 うどん、小麦粉、パン

【事業名】

自社で製粉した小麦粉を「四万十小
麦（商標登録）」として、ブランド化を図
りながら、自社店舗でうどんとして提
供するとともにパン等に加工・販売。

温暖な高知県では栽培が難しいと
言われていた小麦を四万十町にて
本格的に栽培。

○
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加工
直売

加工
直売

間城 正博 電話0887-55-4240

（高知県香南市）
土佐佐賀くろしお工房 電話090-8971-4608

（高知県黒潮町）

加工 有限会社 源水 電話0880-22-8060

（高知県四万十町）

2012/6/1～2017/3/31【実施期間】 2012/6/1～2016/12/31【実施期間】

2012/11/1～2017/10/31【実施期間】

加工
直売

有限会社ニシモト 電話088-894-3321

（高知県高知市）

【事業名】 卵を活用した菓子類の開発・製造・販売及び卵の直営店舗での販
売事業

【取組概要】

加工施設を備えた直営店舗の新設、
運営を行い、自社鶏園の卵を活用した
菓子類の開発、製造、販売を行う。
地元生産のＰＲによる認知度向上と
自社ブランドの確立により、相場に左
右されない固定価格による直接販売
を目指す。

2013/4/1～2016/3/31【実施期間】

【主な商品】 菓子類、各種飼料による特殊卵

○

○
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○

○

【主な商品】 四万十町産生姜を使ったサイダー 等

株式会社おしょうファーム 電話0880-22-1566

（高知県四万十町） http://osyoufarm.p-kit.com/

【取組概要】

【事業名】 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

今まで廃棄してきた生姜を活用して新
商品の製造、販売を行う。

売り上げを伸ばすことで、四万十町
産生姜の知名度をアップさせながら新
たな販路先の開拓を図る。

○

○

【主な商品】 ジェラート、100％果汁ジュース 等

株式会社土佐の高知のくだもの畑
（高知県香南市） 電話0887-55-4332

http://www.tosano-kochino-kudamonobatake.co.jp/ 

【取組概要】

【事業名】 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

自社栽培する温州ミカン・ポンカン・小
夏等を活用したジェラートとジュースの企
画、開発、販売を行う。
加工商品は既存の青果販売している
デパート、量販店の他、柑橘類が生産
できない地域の産直市場や観光農園
で販売を行う。

○

○

【主な商品】 有機生姜パウダー、有機ドライカット青葱 等

【取組概要】

【事業名】 自社有機農産物を使用した加工品の開発および販売事業

自社生産した有機野菜（生姜、青葱、
パセリ、柚子）を活用し、野菜パウダー、
ドライカット野菜の新商品を開発、製造
する。

有機農産物を取り扱う専門店や県
内外の百貨店等で販売する。

9-6

加工
直売

加工
直売

有限会社大地と自然の恵み 電話0887-59-3804

（高知県香美市）

2013/11/1～2018/4/30【実施期間】 2013/11/1～2018/6/30【実施期間】

2014/3/1～2018/8/31【実施期間】

○

○

【主な商品】

焼き芋ペースト、野菜ペースト、トマトソース 等

【取組概要】

【事業名】 ペット業界・食品業界向け1.5次加工と生鮮の直売事業

自ら生産する野菜（トマト、サツマイモ
等）を用いて野菜ペースト等の新商品を
製造する。

焼き芋ペーストは主に製菓業者向け、
その他野菜ペーストはペットオーナー
向けに販売を行う。

株式会社ウインドファミリー 電話090－9773－5464 

（高知県本山町） http://www.ab.auone-net.jp/~w-family/

2014/3/1～2019/2/28【実施期間】
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○

○

【主な商品】 缶タイプゆず飲料

【取組概要】

【事業名】 馬路村農協における缶入りゆず飲料の開発及び海外展開を視野に
入れた新規販路拡大

今まで瓶で販売しているゆず飲料につ
いて、新たにリキャップ可能な缶製品の
開発、製造を行う。

缶商品にすることで軽量化され、賞味
期限も長くなり、海外への展開も行う。

農業者の育成、効率的な土地利用
の促進、栽培技術の指導等を行い、
生産者の所得向上を図る。

○

○

○

【主な商品】 切干大根、黒ニンニク、乾燥ショウガ 等

加工
直売

株式会社山下農園 電話0887－82－0114

（高知県本山町） http://harehore.net/

【取組概要】

【事業名】 自社農産物(大根・ニンニク・ショウガ・トマト)を使用した加工品開発・
販売事業

自ら生産した大根、ニンニク等の農
産物を活用し、切干大根や熟成加工さ
せた黒ニンニク等新商品の開発、製造を
行う。

既存の販売先に卸販売する他、注文
顧客に対して直売も行う。

○

○

【主な商品】 マンゴーかき氷、焼きマンゴー、
マンゴープリン 等

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

株式会社岡宗農園 電話0887－35－4315

（高知県安芸市）

【取組概要】

【事業名】 自社栽培農産物を使用したカフェメニューおよび加工品開発事業

真夏に収穫できるマンゴー、ブルーベ
リー、パッションフルーツを栽培し、自社
直売所「メリーガーデン」で販売する。
また、これらのフルーツを活用したカ
フェメニュー、加工品等の開発、製造、
販売を行う。
販売は自社直売所「メリーガーデン」
内のカフェや市内ぢばさん市場の他、
県内の産直店、量販店で販売を行う。

○
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馬路村農業協同組合 電話0887－44－2211 

（高知県馬路村） http://www.yuzu.or.jp/

2014/11/1～2018/12/31【実施期間】 2015/1/1～2019/7/31【実施期間】

2015/3/1～2019/12/31【実施期間】

○

○

【主な商品】 ジンジャーショコラボール、
ゆずショコラボール 等

加工
直売

一般財団法人夢産地とさやま開発公社
（高知県高知市） 電話088-895-2301 

【取組概要】

【事業名】 土佐山産の有機JAS認証ショウガ、ユズを使ったスイーツの加工・
販売事業

自公社で生産する有機ＪＡＳ認証ショウ
ガ、ユズを活用したスイーツの製造、販
売を行う。

販売は新たに直営店舗を構える他、
「オーベルジュ土佐山（公設民営ホテ
ル）」をアンテナショップにギフト販売
や空港、駅等に卸販売を行う。

2015/3/1～2020/2/29【実施期間】



中国四国地域6次産業化認定計画事例集

○

○

【主な商品】 カート缶入りゆずジュース

加工
直売

【取組概要】

【事業名】 三原村産のユズを使用したカート缶入りユズジュースの製造及び
販売事業

三原村産のユズ果汁を使ったカート缶
入りユズジュースの製造、販売。

高知県下の大手スーパー(サニー
マート、マルナカ、フジ)、幡多エリアの
１３カ所の道の駅等で販売する。

○

○

【主な商品】 乾燥野菜、フラワーソルト

加工
直売

よしむら農園 電話088-895-2360

（高知県高知市）

【取組概要】

【事業名】 健康志向の消費者を対象とした、乾燥野菜シリーズとエディブル
フラワー商品の製造・販売

自ら生産するピーマン、なす、さつまいも、大根、
ゆず、エディブルフラワーの余剰生産分を活用し、
乾燥野菜シリーズ及びフラワーソルトの商品開
発を行うことで、商品の付加価値を高めることが
でき、収益性の向上を図る。
このことにより、売上げの向上及び農林漁業
及び関連事業の所得を向上させるとともに、
新たにパート従業員の雇用を創出する。

○

○

【主な商品】 グァバ茶、グァバ果実ピューレ

加工
直売

一般社団法人エンジェルガーデン南国(南国にしがわ農園)
（高知県南国市） 電話088-802-8801

http://www. info@nishigawa-nouen.com

【取組概要】

【事業名】 健康志向の消費者を対象とした、ノンカフェインの有機加工食
品である自家焙煎グァバ茶商品の製造・販売

有機JAS認定農園にて、農薬や化学肥料、除
草剤を一切使わない自然農法でグァバを栽培。
有機加工食品であるグァバ茶を自家焙煎に切
り替えるとともに、手に取りやすい内容量、パッ
ケージを開発することで新たな販路を開拓し、当
事業所（就労支援B型事業所）の利用者である障
がい者の工賃向上と農林漁業及び関連事業の
所得向上を図る。

公益財団法人三原村農業公社電話0880-46-3240

（高知県三原村）

2015/6/1～2019/3/31【実施期間】
2016/4/1～2019/12/31【実施期間】

2018/8/1～2022/3/31【実施期間】

【主な商品】

四万十野菜合同会社 電話0880-22-2108

（高知県高岡郡四万十町） https://shimanto-yasai.com

【取組概要】

【事業名】

シロップ、酢漬け、香辛料、調味料

2022/5/1～2025/6/30【実施期間】

加工
直売
輸出

四万十町産有機生姜と県内産原料を使った加工食品の開発・製造・販売

有機ＪＡＳ認証ほ場で生産した自社産の生
姜を使用したシロップ、酢漬け、香辛料、調味
料を開発・製造・販売する。また、生姜以外に
使用する農産物は県内産を使用する。
生鮮の有機生姜は、開発した新商品と組み
合わせたギフト商品としての販売や輸出へ取
り組むことで販路を拡大させる。
精緻な土壌分析や新しい栽培技術を導入
することで、生姜の品質や反収を向上させる。
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○

○

○
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【総合相談窓口】
○中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課 TEL 086-224-9415
中国四国農政局ＨＰ ： http://www.maff.go.jp/chushi/
６次産業化ＨＰ ： http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/sixth/index.html

【各県拠点相談窓口】
○鳥取県拠点地方参事官室 TEL 0857-22-3146 ○徳島県拠点地方参事官室 TEL 088-622-6133
○島根県拠点地方参事官室 TEL 0852-24-7311 ○香川県拠点地方参事官室 TEL 087-883-6500
○広島県拠点地方参事官室 TEL 082-228-9677 ○愛媛県拠点地方参事官室 TEL 089-932-1177
○山口県拠点地方参事官室 TEL 083-922-5404 ○高知県拠点地方参事官室 TEL 088-875-7236

６次産業化に関するお問い合せ先

6次産業化に取り組みたい！！
相談したい！

最寄りの県拠点、
6次産業化サポートセンターに
ご相談ください！！


