
農林漁業者 中小企業者

伊藤建設㈱

㈲浦島

㈱ＮＢファーム ㈱野本組
栽培時農薬を一切使用しない大葉を食品原料と
した業務用製品の開発と販売

H20.9.19 関東経済産業局

津南町森林組合 ㈱アートナカムラ
新潟県産杉と桐を使った柿渋塗装による額縁等
製品の開発・販売事業

H21.3.19 関東経済産業局

農事組合法人 滝の又農産 合同会社　からいすけ本舗
旅館や飲食店などのプロの料理人たちが提供す
る「からいすけ料理」の食文化創造と地域連携
事業

H21.11.20 関東経済産業局

新潟漁業協同組合 新潟県すし商生活衛生同業組合
魚醤油を活用した料理や加工品等の開発・販売
と魚醤油食ブランドの展開

H22.6.15 関東経済産業局

飯塚農場 合同会社　雪国食文化研究所 雪国で食べる新しい雪室野菜料理の開発 H24.2.3 関東経済産業局

水正園芸 株式会社小国製麺
新潟県胎内市産トマトを使用したトマトソース
およびそのトマトソースを活用した調理麺の開
発・販売

H25.10.16 関東経済産業局

岩崎成太 株式会社髙木屋
佐渡産の超早生タイプのわかめとその加工品の
開発と販売

H27.2.2 関東経済産業局

野口農園 キンちゃん本舗株式会社
佐渡西三川地区のりんご、ル・レクチェを活用
した加工品の開発・販売

H27.10.14 関東経済産業局

南波　昇 （株）ウオショク
新潟の飼料用米で飼育した銘柄米豚の開発・ブ
ランド化及び販売

H29.2.3 関東経済産業局

㈱ＪＡアグリひみ

㈱ＣＲＤ

㈱Ｔ－marks ㈱釣屋魚問屋

㈲日の出大敷 ㈲シーフード北陸

黒部市ビール麦生産組合 宇奈月ビール㈱
地元産大麦を使った麦芽と日本有数の清流・黒
部川の名水を使用した「モルト麦茶（仮称）」
の開発・販売

H20.12.22 中部経済産業局

八尾ネマガリタケ生産組合
農事組合法人八尾農林産物加工組
合

中山間地の耕作放棄地を利用したネマガリタケ
栽培とレトルト加工食品の製造・販売

H20.12.22 中部経済産業局

㈱ジェファ ㈱上久
北陸の未利用地魚を利用した冷凍すり身および
すり身新商品の開発と製造・販売

H21.2.25
※（H23.11.14)

中部経済産業局

堀岡養殖漁業協同組合 ㈲快成
富山湾海水を活用した陸上養殖により白子を極
大化したトラフグの加工品製造・販売事業

H21.7.17 中部経済産業局

農事組合法人サカタニ農産

いみず野農業協同組合

金山農業協同組合 立山酒造㈱
トレーサビリティを確立した無濾過純米酒と純
米酒ベースの梅酒の製造・販売事業

H21.12.10
中部経済産業局

金沢国税局

高岡市農業協同組合

株式会社堀プラスチック富山

富山県花卉球根農業協同組合 ユニオン産業株式会社
富山県チューリップの国際競争力強化に向けた
省力化機械の開発と販売及び生産拡大による農
家所得向上事業

H22.2.18 中部経済産業局

飛騨地鶏研究クラブ 有限会社フーズデベロップメント
飛騨地鶏を活用した新商品の開発・製造・販売
事業

H22.10.4 中部経済産業局

富山県西部森林組合 株式会社マーフィーシステムズ
含水率等を明示した高品質のストーブ用薪の製
造販売事業

H22.10.4 中部経済産業局

松本ハイランド農業協同組合
株式会社 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾗﾜｰ･ｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ

新たな花き流通システムの構築及び日持ち保証
を実現した菊の開発、生産、販売事業

H23.2.2
※(H23.6.17)

中部経済産業局

共同認定機関

H20.9.19

中部経済産業局

H20.9.19

中部経済産業局

氷見市農業協同組合

高岡市チューリップ球根組合

関東経済産業局
関東信越国税局

観賞用水耕栽培チューリップ「Q-Lip」の開発・
販売事業

関東経済産業局

H20.9.19

H22.2.18

H21.3.19

H21.9.18

中部経済産業局

㈱ユーキフーズ
地元TV 局会員を活用した市場調査に基づく地場
産カット野菜開発・販売事業

氷見の海からできたワイン生産及び関連商品開
発・販売

佐渡の「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」づくり
からフルオーダーの酒の製造・市場開拓

海外をターゲットとしたカラーリング・ライス
の開発と販売

中部経済産業局

農商工等連携事業計画

㈱北雪酒造

㈱アクア・グリーン佐渡ヶ島

県別 認定日

高機能ハトムギエキスを加えた新しい「はとむ
ぎ茶ゴールド（仮称）」の製造・販売事業

菊池南洋司

　北陸農政局管内における認定状況
（令和２年２月14日現在）

新潟県

事業実施主体
農商工等連携事業計画名

富山県



農林漁業者 中小企業者

共同認定機関県別 認定日
事業実施主体

農商工等連携事業計画名

農業法人 有限会社 せきの

中川 武雄

(有)渡辺農園 (株)マナーハウス
富山県産六条大麦を利用した新感覚な麦芽炭酸
飲料の開発・販売事業

H24.2.3
※(H26.10.14)

中部経済産業局

(有)床鍋養鶏 (株)白川産業
小矢部のハーブ飼育親鶏を活用した各種鶏肉加
工食品の開発・販売事業

H24.2.3 中部経済産業局

みな穂農業協同組合

シラホフーズ株式会社

北村征一 沼田製粉株式会社
湘南特産シラスを練りこんだ乾麺の製造・販売
事業

H24.10.1 中部経済産業局

白川緑化植物生産組合 塩谷建設株式会社
コケ類などの緑化植物を利用した建築物等の緑
化事業

H25.10.16 中部経済産業局

㈲くらた農産 ㈱セイツー
カットした石川県産野菜を中心にｽﾁｰﾑ･ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
化(過熱加工)した商品を製造販売する事業

H20.9.19 中部経済産業局

㈱スギヨ

㈱佐々波鰤網

谷内前農産 ㈱越山商店
能登のお米を利用した「お米アイスクリーム」
の開発、製造、販売

H20.12.22 中部経済産業局

たじま農業協同組合 ㈱福光屋
清酒の醗酵技術を応用したノンアルコール醗酵
食品の開発及び製造販売をする事業

H21.2.25 中部経済産業局

能登わかば農業協同組合 ㈲みやけ食品 中島菜を活用したスイーツの開発・製造・販売 H21.2.25 中部経済産業局

金沢市北袋野菜づくりの会 ㈱フレッシュ金沢
加賀野菜「金時草」をベースとしたパスタソー
スの製造販売事業

H21.7.17
※(H24.11.19)

中部経済産業局

㈱ジェファ ㈱オハラ
加賀・能登・金沢の厳選未利用海産物を活用し
た米菓商品の製造・販売事業

H21.9.18 中部経済産業局

金沢市農業協同組合
五郎島さつまいも部会

㈲かわに
加賀野菜「五郎島金時（さつまいも）」を活用
したカット野菜の開発製造販売

H21.9.18 中部経済産業局

石川県漁業協同組合輪島支所 ㈱ホクチン
「輪島海女の素潜り手摘み天然ワカメ・モズ
ク」の加工食品の開発・製造・販売

H21.12.10 中部経済産業局

山成商事株式会社

株式会社オハラ

株式会社 なっぱ会
資源エコロジーリサイクル
事業協同組合

加賀地域の食品リサイクルから生まれた堆肥を
用いて生産する農産物の生産・販売事業

H23.2.2
※(H25.2.4)

中部経済産業局

井村　辰二郎 株式会社ヤマト醤油味噌
地元有機農産物を活用した多用途且つ高付加価
値な味噌商品の開発・製造・販売事業

H23.2.2 中部経済産業局

かが森林組合 （株）北陸リビング社
加賀地域の木材によるログバウス（住宅）の販
売事業

H24.2.3
中部経済産業局
北陸地方整備局

剣崎なんば生産組合 （株）Ante
地域特産唐辛子「剣崎なんば」を活用した各種
商品の製造販売事業

H25.2.4 中部経済産業局

有限会社たけもと農場

農事組合法人北辰農産

株式会社ジェファ 石川中央魚市株式会社
新流通システムの構築による地元産の新鮮な水
産物の加工・販売事業

H26.2.3 中部経済産業局

金沢市農業協同組合 株式会社ウールー
石川県産りんご「秋星」を使用したりんごバ
ター等のりんご加工食品の開発・製造・販売事
業

H27.2.2 中部経済産業局

日向農園　日向孝一

南山農園　南山孝一

西農園　　西　隆一

農業生産法人ｸﾞﾘﾝﾘｰﾌ株式会社 株式会社オハラ
群馬県産有機こんにゃく芋等を活用した低カロ
リー・低糖質な「有機乾燥こんにゃく米等」の
開発、製造と販売事業

R2.2.14 中部経済産業局

中部経済産業局

H23.2.2

ＵＰＡ
(Ukon Producer's Association)

H24.10.1

株式会社桝田酒造店
富山県産古代米（緑米）を活用した日本酒の開
発と海外への販路開拓事業

中部経済産業局

中部経済産業局
金沢国税局

能登栗を活用した各種加工食品の開発、製造、
販売事業

H22.10.4

「蒸し寿司」や「棒寿司」などの冷凍米飯類の
開発・製造・販売事業

H20.12.22
能登の食材を利用した醗酵食品（かぶらずし）
の製造・販売

松尾　和広

株式会社芝寿し

㈱能登半島

中部経済産業局

富山県産ウコンを利用した調味塩、即席みそ汁
などのウコン商品の開発・販売事業

H25.10.16 中部経済産業局

富山県

石川県

有限会社まるしょう
地元の新鮮野菜を活用したドライベジタブル商
品の開発・製造・販売事業

H28.2.3 中部経済産業局



農林漁業者 中小企業者

共同認定機関県別 認定日
事業実施主体

農商工等連携事業計画名

㈲棗の里農産 ㈱シーロード
「棗（なつめ）」と天然温水を組み合わせた、
棗天然飲料水、棗天然健康茶等の開発及び販売

H20.9.19 近畿経済産業局

㈱ｴｺﾌｧｰﾑみかた 鳥浜酒造㈱
若狭町産紅映梅（べにさしうめ）の天然果汁を
使った加工食品の開発・販売

H20.12.8 近畿経済産業局

㈲南越ミート ㈱大津屋
飼料米で育てた越前旨香豚を使った冷蔵保存で
きるセミレトルト惣菜の開発・販売

H21.7.6 近畿経済産業局

合同会社 上田農園 株式会社 アジチファーム
未利用里芋（親芋）を活用した里芋製品の開
発・製造・販売事業

H23.2.8 近畿経済産業局

有限会社ベルセゾンファーム マルカワみそ(株)
国産大豆１００％使用した有機みその加工品開
発・販売事業（即席味噌汁等）

H24.2.3 近畿経済産業局

武生森林組合 （有）木工房蔵
福井県産の間伐材等を活用したブライダルギフ
ト手作りサービスおよび木工商品の開発販売事
業

H24.6.20 近畿経済産業局

川島保

浜野好巳

（有）徳重紅梅園 （有）谷口屋
国産椿油を活用したゆばカツ関連商品の開発・
製造・販売事業

H25.2.4 近畿経済産業局

九頭竜オーガニックファーム 吉田酒造有限会社
山田錦の網下米を活用した発泡性清酒の開発・
製造・販売事業

H25.10.16
近畿経済産業局

金沢国税局

敦賀フルーツ共和国 有限会社小堀菓舗
東浦みかんを活用した和・洋菓子の開発・製
造・販売事業

H25.10.16 近畿経済産業局

株式会社三丹本店

大同青果株式会社

福井市農業協同組合 横井チョコレート株式会社
福井市産農産物を活用したチョコレート加工品
の開発・製造・販売

H28.7.6 近畿経済産業局

竹田川漁業協同組合 株式会社オクター

勝山市漁業協同組合 有限会社オンフード

農事組合法人剱岳ファーム 久保田酒造合資会社 純米吟醸果実リキュールの商品開発及び販売 H29.10.13
近畿経済産業局

金沢国税局

福井森林組合 株式会社大義林研
作業道づくりにかかる時間を短縮し生産性を向
上させる大義爪バケット等のレンタル事業 H30.4.4 近畿経済産業局

（株）マーベルコーポレーション

（株）ウッドビレジ川場

※は計画変更等の認定日

福井県

近畿経済産業局

共同認定機関

中部経済産業局

新珠製菓株式会社
福井県産“黄金の梅”「新平太夫」を使用した
梅製品の開発･製造･販売事業

花咲ふくい農業協同組合

国産材を活用したウッドデッキ等のエクステリ
ア用品の開発、販路開拓事業 H31.4.4

農商工等連携支援事業計画

県別 事業実施主体 事業目標 認定日

石川県 特定非営利活動法人スターシップ農商工連携支援機構
農商工等連携事業を促進するために中小企業者
と農林漁業者の交流の機会を提供するととも
に、指導、助言等を行う

H21.7.17

利根沼田森林組合 近畿経済産業局

H24.10.1 近畿経済産業局

遊漁券をオンラインで販売するシステム
『FISHPASS』の開発、販売事業

H29.10.13

あわら産柿の葉を活用した柿の葉すしなどの製
造・販売事業

H26.2.3

近畿経済産業局


