
事業者名 （主業種） （所在地）

 魚沼冷蔵㈱（株） 食品加工製造販売業 小千谷市 布海苔つなぎそば 高品質布海苔冷凍そばの開発・販路開拓 H19.10.12 関東経済産業局 1

 拓洋水産工業（株） 水産加工製造業 糸魚川市 鮭
脂肪分の少ない遡上さけを活用した薫製、味噌漬け等
の開発・販路開拓

H19.10.12 関東経済産業局 2

（有）エコ・ライス新潟 通信販売・加工業 長岡市 新潟米
新潟米を活用した高齢者・食事制限者が食べられる長
期保存が可能なアルファｰ米の開発・販路開拓

H19.12.13 関東経済産業局 3

（株）小国製麺 麺類・惣菜製造業 胎内市 新潟米
新潟県産米の米粉を活用した米粉麺(ショートパスタ
等)を開発・販売

H20.12.16 関東経済産業局 4

（株）ごはん 農産物の加工及び販売 津南町 新潟米 新潟米を活用した「やわらかもち」の開発・販売 H21.3.19 関東経済産業局 5

（有）クリエーション 電子部品製造業 長岡市 新潟米
健康志向に対応する簡便・美味な新潟米の「半炊き乾
燥米」製品の開発・販売

H21.6.29 関東経済産業局 6

 アグリフュチャー
 ・じょうえつ（株）

プラスチック製品製造業 上越市 新潟米
水田資源（米、籾殻等）を利用した生分解性マルチ
シート等農業用資材の開発・販売

H22.2.10 関東経済産業局 7

（有）ケーアールフ
 ードサービス

飲食店 長岡市
長岡野菜、ぎんなん、
ヤーコン、えだまめ

長岡野菜を中心にした地域農産物を使い超高圧技術等
を活用した新たな加工食品の開発と販売

H23.2.8 関東経済産業局 8

（株）美松 菓子製造業 長岡市 新潟米 新潟県の米粉を利用したお菓子の開発及び販売事業 H24.2.3 関東経済産業局 9

 山崎醸造（株） 食品製造業 小千谷市 新潟米
新潟米を使用した米こうじを核とした調味料等の商品
開発と販売

H24.2.3 関東経済産業局 10

（株）内山肉店 食肉卸売業 南魚沼市 にいがた和牛
「にいがた和牛」の硬い部位を活用した、高付加価値
商品の開発・販売

H25.2.4 関東経済産業局 11

（有）豆撰 豆腐･油揚製造業 長岡市 栃尾あぶらげ 栃尾あぶらげの高付加価値化と応用商品の開発と販売 H25.2.4 関東経済産業局 12

（株）川上製作所 建具製造業 村上市 越後杉
越後杉を活用した防火性能を有する日本の住環境に
合った木製サッシ(引き違い窓)の開発・販売

H26.2.3 関東経済産業局 13

（合）渡辺酒造店 酒類製造業 糸魚川市
新潟清酒
新潟米

米作り・酒造りの一貫にこだわった米や田んぼを生か
した日本酒日本酒の開発・販売

H26.10.15
関東経済産業局
関東信越国税局

14

株式会社きっかわ
その他の水産品食料品製
造業

村上市 鮭 村上の鮭を活用した高付加価値商品の開発・販売 H28.2.3  関東経済産業局 15

株式会社いせん 旅館、ホテル 湯沢町 魚沼産コシヒカリ
越後湯沢温泉を活用した温泉プログラム、温泉料理の
開発・提供による地域活性化事業

H28.2.3
関東経済産業局
北陸信越運輸局 16

 三和食品（株） 食料品製造業 南砺市 かぶら寿し
かぶら寿しの生産技術を活用した、夏の大根寿しの製
造・販路開拓

H19.10.12 中部経済産業局 17

（株）五万石 惣菜製造業 富山市 薬膳 低カロリーな薬膳おせち料理の製造・販路開拓 H19.10.12 中部経済産業局 18

 明治薬品（株） 医薬品製造業 富山市 富山のくすり 咀嚼タイプの機能性食品(ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ)の開発・販路開拓 H19.10.12 中部経済産業局 19

 山口アルク（株） 建設業 富山市 ます寿し
高度冷凍調理技術を活用した冷凍ます寿しの開発・販
路開拓

H19.12.10 中部経済産業局 20

 五洲薬品（株）
医薬部外品・食品等製造
業

富山市 富山の深層水 富山の深層水を活用した機能性飲料の製造・販路開拓 H19.12.10 中部経済産業局 21

 シラホフーズ（株） 水産食品製造業 富山市 シロエビ
これまで廃棄していた「シロエビ」の殻を特殊乾燥と
超微粉加工を施しシロエビの風味と旨味を活かした調
味料を製造・販売

H20.7.2 中部経済産業局 22

 マルカサフーズ（有） 水産食料品製造業 氷見市 ブリ
「氷見の寒ぶり」を冷凍加工する技術を活用した高付
加価値商品を製造・販売

H20.9.24 中部経済産業局 23

（有）鈴香食品 食品加工・卸売業 射水市
ブリ、ベニズワイガニ、
甘エビ、シロエビ

「天然ブリの加工品」とベニズワイガニ、甘エビ、シ
ロエビを活用した「ビスク（甲殻類スープ）」の製
造・販売

H21.7.10 中部経済産業局 24

 山元醸造（株） 食品製造業 高岡市 りんご
国吉りんごを活用した『越中高岡コロッケソース』の
製造・販売

H21.12.4 中部経済産業局 25

 かなや麺業 めん類製造業 氷見市 氷見のうどん
氷見のうどんの製法を活かしたパスタ麺の製造・販売
事業

H25.7.8 中部経済産業局 26

（株）ヨネダ 野菜漬物製造業 南砺市 かぶら寿し
かぶら寿しの製法を活用した新しい発酵食品の製造・
販売事業

H26.2.3 中部経済産業局 27

（株）大野屋 菓子製造業 高岡市 富山米
富山米の米粉を活用した落雁木型製法によるラムネ菓
子の製造・販売事業

H27.7.6 　中部経済産業局　　　　　28

株式会社たてやま 旅館、ホテル
立山町

立山黒部貫光株式会社 その他の鉄道業 富山市

米っ粉倶楽部株式会社 パン製造業 立山町

農事組合法人食彩工房たてやま
他に分類されない食料品
製造業

立山町

株式会社大観峯 清涼飲料製造業 立山町

越中瀬戸焼　四郎八釜 陶磁器・ガラス器小売業 立山町

新潟県

富山米
「立ち寄りたい町“たてやま”ベースキャンプ化プロ
ジェクト」による着地型観光商品等の開発・提供

H28.2.3
中部経済産業局
北陸信越運輸局 29

認定日 共同認定機関

富山県

北陸農政局管内における地域産業資源活用事業計画の認定状況

令和2年2月14日現在

県別

事業実施主体

地域資源名称 地域資源活用事業内容（概要）



事業者名 （主業種） （所在地）
認定日 共同認定機関県別

事業実施主体

地域資源名称 地域資源活用事業内容（概要）

高田屋 すし・弁当・調理パン製
造業

高岡市 ます寿し 純富山産ます寿しの商品開発及び販売事業 H28.2.3 　中部経済産業局 30

（有）片口屋
味噌・醤油の企画、製
造、販売業

射水市 ブリ
地元鰤から造る各種調味料及び調味料を活用した新商
品の開発・製造・販売

H28.10.14 　中部経済産業局 31

（株）富山ねるものコーポレー
ション

水産錬製品製造業 高岡市 かまぼこ
富山の伝統的な「かまぼこ」を活用した新かまぼこ
「はべん」の開発・製造・販売

H29.12.8 　中部経済産業局 32

（株）やぶうち商会 塗料卸売業 富山市 トウキ
地域産業資源であるトウキ葉を活用した化粧品シリー
ズの開発及び製造・販売事業

R2.2.14 　中部経済産業局 33

（株）ヤマト醤油味噌 しょうゆ製造業 金沢市 大野醤油 ﾉﾝｼｭｶﾞｰ･ﾉﾝｱﾙｺｰﾙの玄米あまざけの製造・販路開拓 H19.10.12 中部経済産業局 34

（株）烏骨鶏 食品製造業 金沢市 烏骨鶏
烏骨鶏を活用した低カロリーで滋養に富んだ｢烏骨鶏発
芽玄米がゆ｣の製造・販路開拓

H19.12.10 中部経済産業局 35

（株）箔一 その他製造業 金沢市 金沢箔の生産に係る技術
砂糖に食用金箔をｺｰﾃｨﾝｸﾞした金箔シュガー等を更に滅
菌・ｺｰﾃｨﾝｸﾞ技術等の改良を図るとともに、販路開拓を
展開

H20.7.2
北陸財務局

中部経済産業局 36

（株）加賀守岡屋 惣菜製造業 加賀市

（株）山下ミツ商店 豆腐・油揚製造業 白山市

 志賀浦糀味噌醸造場 味噌製造業 能登町 能登海洋深層水
能登海洋深層水・発芽玄米糀を使用した超低塩味噌の
商品開発と販路開拓

H21.2.23 中部経済産業局 38

（有）舳倉屋 水産練製品製造業 輪島市 イカ、アマエビ
能登産のスルメイカ・甘エビ・海藻等を使用した「輪
島ウインナー」の商品開発・販路開拓

H21.7.10 中部経済産業局 39

（株）宮本酒造店 酒類製造業 能美市 加賀丸いも 本格加賀丸いも焼酎【のみよし】の製造・販売事業 H21.9.11
金沢国税局

中部経済産業局
40

（有）トラベルセ
 ンター能登

旅行業 七尾市 定置網漁
定置網漁見学を中心とした魚や海の生態系と地域文化
の理解を深める体験型旅行プランの展開

H22.2.16
中部経済産業局
北陸信越運輸局

41

（株）宮商 海産物の加工販売業 金沢市 ブリ、マグロ
地域初の「能登天然ブリのたたき」、「能登本マグロ
のたたき」の商品力向上と販路拡大

H23.2.2 中部経済産業局 42

 寺岡畜産（株）
食肉加工、卸、販売、飲
食店

羽咋郡志賀町 能登牛
能登牛の特性を活かした「能登牛しぐれ煮」及び「能
登牛ボロネーゼ」の開発と販路展開事業

H23.2.2
※(H25.2.4）

中部経済産業局 43

 池田商店 食料品製造業 金沢市 魚の糠漬け･粕漬け
金沢伝統の発酵技術を活用した新たな魚の糠漬け商品
の製造･販売事業

H25.2.4 中部経済産業局 44

（株）金沢豆冨 豆腐・油揚製造業 金沢市 加賀丸いも
加賀丸いもを活用した、ふっくら食感の高級がんもど
きの製造・販売事業

H27.2.2 中部経済産業局 45

（株）OkuruSky 農業 穴水町 能登のぶどう
能登のぶどうを活用したフィグログ等ワインにマッチ
する加工食品の製造・販売事業

H27.7.6 中部経済産業局 46

（株）ぶどうの木 菓子製造業 金沢市 石川米
石川県産玄米を活用したグラノーラ、ウエハース、タ
ブレット商品の製造・販売

H28.7.6 中部経済産業局 47

（株）ルバンシュ 化粧品製造業 能美市 加賀野菜
加賀野菜など石川県産材を活用したハンドクリームの
製造・販売

H28.10.14 中部経済産業局 48

（株）中石食品工業
食品製造業（めん類製造
業）

小松市 小松うどん
常温で賞味期限60日となる「小松うどん」生麺の製造
販売事業

H29.2.3 中部経済産業局 49

（株）Ａｎｔｅ 卸売業 加賀市 塩
奥能登・珠洲の「揚げ浜塩」を使った商品開発及び体
験型観光商品開発・提供事業

H29.2.3 中部経済産業局 50

タキサン製菓（株） 生菓子製造業 小松市 和菓子
和菓子の特徴を活かした金沢発の和風洋菓子「古都
美」の製造・販売事業

H29.2.3 中部経済産業局 51

（株）真田製あん あん類製造業 金沢市 和菓子
和菓子の製あん技術を活用したあんスプレッドの製造
販売事業

H29.8.10 中部経済産業局 52

ＴＯＷＡＫＯメディカルコスメ
ティック（株）

仕上用・皮膚用化粧品製
造業

能美市 ぶどう
石川県産のぶどうによるワイン酵母抽出液を原料とし
たエイジングケア化粧品等の製造・販売事業

H29.8.10 中部経済産業局 53

三徳屋（株) 総菜製造業 金沢市 石川米
アレルゲン不使用の災害食の試作開発及び販路開拓事
業

H29.12.8 中部経済産業局 54

直源醤油(株)
しょう油・食用アミノ酸
製造業

金沢市 大野醤油
フリーズドライ醤油関連製品の開発および国内・海外
市場での需要開拓・販売事業

H31.2.8 中部経済産業局 55

（株）吉村甘露堂 菓子製造業 大野市 福井米 福井米を活用した発芽玄米おかきの開発･販路開拓 H19.12.14 近畿経済産業局 56

（有）幸伸食品 豆腐製造業 吉田郡永平寺町
ごまどうふの生産に係る
技術

独自製造工程（短時間加熱殺菌・高率攪拌等）を活用
した新たな加工豆腐（梅とうふ、枝豆とうふ、きびと
うふ、白ごまとうふ、黒ごまとうふ）を開発・販売

H20.7.7 近畿経済産業局 57

 田嶋酒造（株） 清酒製造業 福井市 福井米、日本酒（清酒）
福井産米を活用した各種酒類製品の企画・製造・販売
事業
（ライスワイン、リキュール、飲むみりん）

H26.7.7
金沢国税局

近畿経済産業局
58

（株）カガセイフン 製粉業 福井市 そば
福井県産そば粉を活用したガレット用そば粉の開発・
製造および販路開拓

H26.10.15 近畿経済産業局 59

（株）室次 醤油製造業 福井市 醤油
速醸技術を活用した魚醤油をはじめとする調味料の開
発・製造および販売

H27.2.2 近畿経済産業局 60

（株）竹内菓子舗 菓子製造業 福井市 福井米
福井県産米粉100％を使用した温度によって食感が変化
する冷凍カステラの開発・販路開拓

H27.10.21
(H29.2.3)

近畿経済産業局 61

（株）オーカワパン パン・菓子製造業 坂井市 ふくこむぎ
福井県産小麦(県大３号　通称：ふくこむぎ)の特長を
活用した菓子・パン製品の商品開発及び販売

H29.2.3 近畿経済産業局 62

堅豆腐・半堅豆腐
堅豆腐を活用した独自の焼きいなりの商品開発と販路
拡大

H21.2.23

石川県

37

富山県

中部経済産業局

福井県



事業者名 （主業種） （所在地）
認定日 共同認定機関県別

事業実施主体

地域資源名称 地域資源活用事業内容（概要）

（株）エムトリップコーポレー
ション

旅行業(旅行業者代理業
を除く)

福井市

（株）室次
しょう油・食用アミノ酸
製造業

福井市

スタイル・オブ・ジャパン
（株）

家具・建具・什器等卸売
業

小浜市

れいなん森林組合 森林組合 小浜市

（有）幸伸食品 豆腐製造業 吉田郡永平寺町 ごまどうふ
手作りの食感・風味を再現する冷凍および常温長期日
持ちごまどうふの開発・販売

H30.10.12 近畿経済産業局 65

※(　　　)内は計画変更等の認定日

福井県産杉の間伐材を使用し、素材から仕上まで産地
産とした塗り箸の開発・販売事業

H30.2.9

主たる地域資源：醤油

その他の地域資源：酢、
昆布加工品

64

福井県

63
福井が誇る味を組合わせて最高レベルのＵＭＡＭＩ
（うま味）を醸し出す万能調味料の開発販売

H30.2.9 近畿経済産業局

主たる地域資源：塗箸

その他の地域資源：杉
近畿経済産業局


