
別紙１

        中国四国農政局

申請者 共同申請者 促進事業者

1

生産する低タンパク米
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

低タンパク米を活用し、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。

株式会社
さとに医食同源

鳥取県 鳥取市

2

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

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。

有限会社
ひよこカンパ
ニー

鳥取県
八頭郡
八頭町

3

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

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。

前田　修志 鳥取県
東伯郡
北栄町

4

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

栽培・加工・販売で日本一の産地形成化を目指して新し
い大山ブランド確立を目指し、機能性ハーブであるエキ
ナセアを活用したハーブティー等の新商品を開発・製
造・販売する。

大山ハーブ
ティー開発研究
会

鳥取県
西伯郡
大山町

5

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

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。デパート、スーパー、インターネット等
での販路開拓に取り組む。

有限会社
真栄農産

鳥取県 倉吉市

6

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

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。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。

株式会社
福栄

鳥取県 境港市

7

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

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・製造し、東京、大阪に販
路開拓を進める。

株式会社
吉崎工務店

島根県
隠岐郡

隠岐の島町

8
有機ＪＡＳ認証お茶の
生産加工と販売事業

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・
紅茶として販売する。

有限会社
宝箱

島根県 松江市

9

自然薯規格外品及びむ
かごを用いた漬け物、
総菜の開発・周年販売
事業

自然薯規格外品を用いた漬け物、むかごとレンコンを原
料にした炊き込みご飯の素及び、自然薯とレンコンを原
料としたコロッケを開発・販売する。

真砂産業
株式会社

島根県 益田市

10
ぶどう果肉入りアイス
ミルクの加工・販売事
業

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。

足立　昌俊 島根県 安来市

事業の概要№ 事業名
事業者

都道府県 市町村
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11
つやま青うなぎの養殖
と加工販売

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・販
売、飲食店経営を目指す。

アールビーシー
コンサルタント
株式会社

岡山県 津山市

12

園内の果実を使ったソ
フトクリームの開発及
び自社栽培野菜のバー
ベキューの提供

栗山に循環型の農園直売施設を新設し、本社農園と栗山
で生産された、果樹・野菜を活用したソフトクリーム事
業を展開する。また、栗山での農産物を利用したバーベ
キューや伝統惣菜弁当等の販売に取り組む。

有限会社
くぼ観光農園

岡山県 岡山市

13

「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

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。

有限会社
スコレー

岡山県 岡山市

14

「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

自ら栽培するふくほのか小麦を加工し、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」として商品化する。
五穀鴨については、飼料の改良により、五穀合鴨農法で
育てた鴨肉の肉量の改善をはかり、業務用商材「五穀鴨
肉」として商品化する。

株式会社
一文字

岡山県 瀬戸内市

15

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

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・販売する。

株式会社
夢百姓

岡山県 岡山市

16

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

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する。地元の飲
食店に対し販路開拓に取り組む。生姜粉末、生姜湯等は
地元直売所、道の駅を主な販路として開拓する。

株式会社
岡本工業所

岡山県 総社市

17

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

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、販売する。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
安定化を目指す。

久本  菊実 岡山県 備前市

18

地域特産品及び自社生
産品を使用した農産物
の生産・加工・販売事
業

自社農園の野菜を活用した四季折々の漬物の加工、販売
を行う。 特に美作地域での米麹を使用し美作地域全体の
事業拡大と競合商品との差別化を図る。

株式会社
西本建設

岡山県 美作市

19

西粟倉村の間伐材を利
用しての「オリジナル
割り箸」「無垢床タイ
ル」への加工および販
売

間伐材を活用した「割り箸」や「無垢床タイル」の製
造・販売を行う。割り箸は、村内の観光施設等のほか、
海外飲食店、大手飲食店、航空会社等向けにも販路開拓
に取り組む。

株式会社
西粟倉・森の学
校

岡山県
英田郡

西粟倉村

20
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

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、
ネット販売にも取り組む。

有限会社
カドーレ

広島県 東広島市
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21

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

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
なった地域振興、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を図る。

江田島オリーブ
株式会社

広島県 江田島市

22

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

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。

西森　勝時 広島県
世羅郡
世羅町

23
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

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する。

濱浦志保香 広島県 尾道市

24

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

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｣の開発、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、加工を行い、｢牛乳・山羊乳｣の
販売にも取り組む。

松原  正典 広島県 三次市

25

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

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。

農事組合法人
聖の郷かわしり

広島県
世羅郡
世羅町

26

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

米粉麺については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。

有限会社 大和 広島県 三原市

27

自家産の牛糞及び牛乳
を利用した熟成堆肥と
高脂肪アイスクリーム
の加工販売

自産の牛糞及び乳を利用した、臭いがほとんど無く手触
りの良い牛糞の熟成堆肥、高脂肪アイスクリームの加
工、販売に取り組む。
併せて新たな販路の開拓を行い収入の拡大を目指す。

岡田  健夫 広島県
世羅郡
世羅町

28

養鶏の一部事業転換及
び１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

山口県地鶏「長州黒かしわ」の生産に新たに取り組むほ
か、野菜生産事業の付加価値の創出を目指す。サトウキ
ビの生産に取り組み、黒糖・シロップ調味料を活用した
野菜加工品、黒糖ジャムなどの加工・販売により経営改
善を図る。

農業生産法人有
限会社長門アグ
リスト

山口県 長門市

29

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

農園で生産しているトマトの規格外品約３ｔ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。

江越正和 山口県 防府市

30

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。

後藤田　博之 徳島県 吉野川市
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31

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

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
開発を行い、地元を中心に販路開拓をすすめ、経営の安
定化を図る。

安崎　浩二 徳島県
板野郡
藍住町

32

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

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。

増田　一城 徳島県 小松島市

33

とくしま安２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

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。

有限会社
丸浅苑

徳島県 徳島市

34
自ら漁獲した魚介類を
活用した漁港発の干物
の開発・製造・販売

これまでは、当漁港で水揚げされた水産物を加工業者が
加工し、それを仕入れて販売していたが、当漁協自らが
漁獲した魚介類を活用した干物の開発を行い、直営店舗
（ＪＦさかな市）での直接販売とインターネットでの通
信販売を行う。

北灘漁業協同組
合

徳島県 鳴門市

35

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

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。

原田　隆男 徳島県 阿波市

36

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

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
心に計画している。

大住　末喜 徳島県
板野郡
松茂町

37

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

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。

一森　正宏 徳島県
板野郡
松茂町

38

エコファーマーが作る
とくしま安２認証レン
コンを使用した加工品
の製造販売

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。

有限会社
酒井農園

徳島県 鳴門市

39

自社ビル屋上等で養蜂
した蜂蜜を原料とした
スイーツ及び飲食メ
ニューの開発、販売事
業

蜂蜜を活用したロールケーキ、プリン、アイスの商品開
発を行い、自社飲食店・移動販売・自社ホームページで
の直売と百貨店等への卸販売を行う。

有限会社
野々瀬商事

徳島県 徳島市

40
規格外の「花卉」の新
たな加工と販路開拓の
取組

規格外薔薇を活用したプリザーブドフラワーの加工と新
たな販路開拓により、経営の多角化と安定化を図る。

Art Rose研究会 愛媛県 西条市
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41
鬼北産新鮮野菜の新商
品開発・製造販売事業

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・販売を行う。

清家　頭仁 愛媛県
北宇和郡
鬼北町

42

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

・完熟イチゴを用いた加工品の開発・製造を行い、近隣
の産直市等への販路開拓や、収穫・加工体験などを行
い、観光農園内での販売へ繋げる。

窪中　良樹 愛媛県 伊予市

43
「はなしがいたまご・
親鳥」を使った美味し
いものづくり事業

自ら飼養する鶏の「はなしがいたまご」の規格外の卵を
活用した加工品として、プリン、温泉卵、たまご豆腐等
を、また廃鶏を活用してスープ、鳥節を製造する。

合同会社
しゅりの里自然
農園

高知県
幡多郡
三原村

44

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

女性に特化した生姜加工新商品「ジンジャーパウダー」
の開発並びに農産物及び加工品でJAS 有機規格の申請・
取得し、高付加価値をつけ、販路拡大に取り組む。

刈谷　忠裕 株式会社and. 高知県
吾川郡
いの町

45
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

漁獲の中心である沖ウルメ及びメヒカリの干物や、メヒカリの
佃煮などの加工品開発・販売に取り組む。幻の魚である「のど
ぐろ」、カレイ、スルメイカなどの規格外品も干物に加工し、
プレミアムな贈答品として販売する。

山崎　八州子 高知県 高知市

46
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
た商品の自社製作、販路拡大を目指す。

有限会社
はたやま夢楽

高知県 安芸市
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