
中国四国地域6次産業化認定計画事例集
＜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
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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

○
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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
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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】
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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。

○
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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。

○

○

3-8

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。

○

○

3-9

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】



中国四国地域６次産業化認定計画事例集

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

3-13

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
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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/

3-19

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）

3-20

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】
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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

3-21

【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

中国四国地域６次産業化認定計画事例集
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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。

3-23

【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。


