中国四国地域6次産業化認定計画事例集
＜鳥取県６次産業化事業計画認定者一覧＞

北栄町
●北条ワイン醸造所
●前田 修志

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

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

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

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

倉吉市
●農業法人 有限会社真栄農産

米子市
●大下 哲治（メイちゃん農場）

八頭町
●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

江府町
●株式会社かわばた
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体験農場ナオ

加工
直売

（鳥取県琴浦町）

【事業名】 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

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。

○ 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。

ジャム、ドライフルーツ、紅茶、いちじくうどん 等
【実施期間】 2011/6/1～2015/12/31

北条ワイン醸造所

【事業名】 ブルーベリーを主体とした６次産業の更なる改善事業

【主な商品】

ドライブルーベリー、ブルーベリージャム 等

【実施期間】

2011/6/1～2016/3/31

加工
直売

電話0858-36-2015

http://www.hojyowine.jp/

【事業名】 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

【事業名】

【取組概要】
○ 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。

【取組概要】

○ 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。
○ 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。

【主な商品】 スパークリングワイン
【実施期間】 2011/7/20～2015/12/31

http://www.kasarabara.com/

○ 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。

【主な商品】

（鳥取県北栄町）

（鳥取県江府町）

電話0859-75-3362

【取組概要】
○ 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。

【取組概要】
○ 自ら生産するいちじく、さくらんぼを活用して

加工
直売

株式会社 かわばた

加工
直売

電話080-3055-4830
http://noujyounao.web.fc2.com/

○

福島

祥人

（鳥取県大山町）

電話090-7592-9238

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

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。

【主な商品】 サザエオイル漬け、麹漬け 等
【実施期間】 2011/6/11～2015/12/31
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(有)ひよこカンパニー

加工
直売
【事業名】

（鳥取県八頭町）

電話0858-73-8211

http://www.oenosato.com/

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

【取組概要】
○ 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。

【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
【実施期間】

加工
直売

2012/4/1～2016/9/30

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/

【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】
○ 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。

○ 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。

加工
直売

大下 哲治

電話080-6326-4672

（鳥取県米子市） http://blog.zige.jp/farming/

【事業名】 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
【取組概要】
○ 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。
○ 「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。

【主な商品】
ヤギミルクチーズケーキ、プリン、クッキー等焼き菓子 等

【実施期間】 2012/1/1～2016/12/31

加工
直売

前田

修志

電話0858-37-5200

（鳥取県北栄町） http://www.maetafarm.com/

【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
【取組概要】
○ 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。
○ 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。

【主な商品】 機能性ハーブ・エキナセア、粉末、飴、入浴剤 等

【主な商品】 フレンチソース、ドレッシング、ジャム 等

【実施期間】

【実施期間】

2012/4/1～2017/3/31

2012/3/1～2016/12/31
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加工
直売

株式会社 福栄

電話0859-44-3555

（鳥取県境港市）

【事業名】 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
【取組概要】

有限会社 真栄農産

加工
直売

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

【事業名】

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
【取組概要】
○ 水稲を中心に、白ネギ、キャベツ、ス
トックなど37ｈａを耕作。
○ 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。

○ 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。

○

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。

【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

【主な商品】 焼きかき餅、あられ、団子 等

【実施期間】 2012/5/1～2017/4/30

【実施期間】

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ
【事業名】

株式会社 さとに医食同源
（鳥取県鳥取市）

電話0857-50-0613

http://satoni.jp/

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

【取組概要】
○ 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。

菌興椎茸協同組合

加工
直売
【事業名】

2012/4/1～2016/12/31
電話0857-22-7602

（鳥取県鳥取市） http:// www.k-siitake.com/
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

【取組概要】
○ 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。
○ 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。

【主な商品】 低グルテリン米、低グルテリン米健康料理 等

【主な商品】

ヤナギマツタケご飯の素 等

【実施期間】

【実施期間】

2012/11/1～2017/6/30

2012/4/1～2016/6/30

電話0120-462-615
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山陰旋網漁業協同組合

加工
直売
【事業名】

（鳥取県境港市）

電話085９-４２-6３８１

http://www.sanmaki.jp/

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

【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

【事業名】

【事業名】

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
【取組概要】

○ 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。

【主な商品】 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

【実施期間】 2013/4/1～2018/3/31

2013/4/1～2018/3/31

有限会社 北村きのこ園

電話０８５９-４４-０２２５

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

○ 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。

PRし、飲食店、量販店、一般家庭に
販路開拓する。

加工
直売

（鳥取県境港市）

加工

○ 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。

○ 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

【実施期間】

鳥取県漁業協同組合境港支所

電話0858-73-8314

（鳥取県八頭町） http:// www.kinoko.co.jp/
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

【取組概要】
○ 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。

○ 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。

【主な商品】 エリンギィの燻製・ポン酢漬け・キムチ漬け 等
【実施期間】 2013/4/1～2017/8/31

大山乳業農業協同組合

加工
直売
【事業名】

電話0858-52-2211

（鳥取県琴浦町） http:// www.dainyu.or.jp/
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

【取組概要】
○ 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。
○ 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。
【主な商品】 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

【実施期間】

2013/4/1～2017//12/31
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有限会社 小川養鶏場

加工
直売

電話0859-54-2488

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

【事業名】

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

三好政浩、輝保、幸男

加工
直売
【事業名】

（鳥取県琴浦町） http://www.tottori-sankou.com/
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

【取組概要】
○ 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

【取組概要】

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。

○ 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。

○ 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。

○ 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。

【主な商品】
【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

【実施期間】

2013/4/1～2018/3/31

弓ヶ浜水産株式会社

加工
直売
【事業名】

【実施期間】

電話 0859-30-2721

（鳥取県境港市）
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

【取組概要】
○ 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。

【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）
【実施期間】

2014/6/1～2018/3/31

乾燥板ワカメ、塩蔵クロモ、塩蔵絹もずく、一夜干し商品

加工
直売
ﾚｽﾄﾗﾝ

2014/1/1～2018/12/31

(有)ひよこカンパニー
（鳥取県八頭町）

電話0858-73-8211

http://www.oenosato.com/

【事業名】

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
【取組概要】
○ 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。

【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
【実施期間】 2015/4/1～2019/9/30

レストランイメージ
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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】 鳥取地域のブドウを使用したワイン製造販売事業
【取組概要】
○ 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。
○ 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。

【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
【実施期間】

2016/8/1～2020/12/31

加工
直売
【事業名】

さわだ農産合同会社

電話 080‐1923‐7074

（鳥取県鳥取市）
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

【取組概要】
○ 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。

【主な商品】 かきもち （堅焼きスティック）（レンジ焼き）
【実施期間】 2019/2/1～2023/1/31
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＜島根県６次産業化事業計画認定者一覧＞
西ノ島町
●隠岐観光株式会社

隠岐の島町
●株式会社吉崎工務店
●勝部表装有限会社

松江市
●有限会社宝箱

出雲市

安来市

●熱田 辰政
●株式会社島根ワイナリー

●足立 昌俊

大田市
●有限会社 旭養鶏舎

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

邑南町
●株式会社有機ファーム研久屋
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加工
直売
【事業名】

島根県農業協同組合いわみ中央地区本部
（島根県浜田市）

http://iwc.ja-shimane.gr.jp/tokusan/kaki.htm
西条柿を使った加工品の開発・販売事業

【取組概要】
○ 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。
○ 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。

有限会社 宝箱

加工
直売

電話0855-22-0202

（島根県松江市）

電話0852-21-1489

http://e-takarabako.com/

【事業名】 有機ＪＡＳ認証お茶の生産加工と販売事業
【取組概要】
○ 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。

【主な商品】 干柿、梅入り巻き柿、アイスシャーベット 等

【主な商品】 有機ＪＡＳ認証煎茶・番茶・紅茶 等

【実施期間】

【実施期間】

加工
直売

2011/6/1～2016/5/31

足立

昌俊

電話080-6318-0604
（島根県安来市）http://www.adachi-grape.jp/index.html

【事業名】 ぶどう果肉入りアイスミルクの加工・販売事業

【取組概要】
○ 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。

株式会社 吉崎工務店

加工
直売
【事業名】

2012/3/1～2016/12/31

http://www.yoshizaki.co.jp/00%20top.html
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

【取組概要】
○ 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。
○

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。

【主な商品】 ぶどう入りアイスミルク 等

【主な商品】

しいたけ入りもずく、佃煮、等

【実施期間】

【実施期間】

2012/3/1～2016/9/30

2012/3/1～2016/12/31

電話08512-2-1574

（島根県隠岐の島町）
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有限会社旭養鶏舎
電話0854-85-8421
（島根県大田市） http://www.asahiegg.co.jp/

加工
直売

農業生産法人 有限会社やさか共同農場

加工
直売

（島根県浜田市）

電話0855-48-2510

http://fish.miracle.ne.jp/sennin-g/yasaka/yasaka_backup/nojo_home.html

【事業名】 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

【事業名】

【取組概要】

【取組概要】

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。
○

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

○ 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。

【主な商品】 味付玉子、厚焼き卵、タルタルソース 等

【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

【実施期間】 2014/3/1～2018/6/30

【実施期間】

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

【事業名】 大麦若葉を活用した乾燥粗粉砕品の加工･販売事業

加工
直売

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/

【事業名】 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
【取組概要】

【取組概要】
○ 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。

○ 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。

【主な商品】

大麦若葉乾燥粗粉砕加工品

【実施期間】

2013/4/1～2017/12/31

○ 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。
【主な商品】 生食用いわがき、冷凍生食用いわがき 等

【実施期間】 2013/6/1～2016/12/31
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熱田 辰政

加工
直売
【事業名】

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。
【主な商品】
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）

【実施期間】 2013/6/1～2016/12/31

加工
直売

勝部表装有限会社

電話08512-2-3065

【事業名】 米を活用した写真、イラスト付き煎餅の加工・販売事業

○ 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。

【主な商品】

米粉煎餅

【実施期間】

2014/4/1～2017/12/31

電話0855-42-0091

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

【事業名】 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

○ 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。
【主な商品】 焼き芋、干し芋、ペースト芋

【実施期間】 2014/4/1～2019/3/31

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

【取組概要】
○ 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。

社会福祉法人いわみ福祉会

【取組概要】
○ 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。

【取組概要】
○

加工
直売

加工
直売
輸出
【事業名】

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

【取組概要】
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。

【主な商品】 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
【実施期間】 2018/4/1～2022/3/31
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