
＜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
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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】
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【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
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【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。

○
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【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。
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【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。
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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】
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○

○

【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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○


