
＜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
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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
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【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

4-4

【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
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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】
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○

【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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【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

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
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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。

○

5-5

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。

○

○

○

○

5-6

【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。

○

5-7

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】



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

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。

○

5-8

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。


