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 平成30年１月末現在、六次産業化・地産地消法に基
づく総合化事業計画の認定を受けた事業者は2,200件
を超え、地域の特色ある農林水産物を活用した６次産業
化商品が数多く生まれています。 
 この事例集は、国の認定を受けた事業者が加工・販売
を行う６次産業化の商品の中でも特に特徴的な商品例を
抜粋し、平成30年１月時点で取りまとめたものです。 
 本書により、６次産業化の成果が関係者の皆様に広く
共有され、更なる取組の拡大と事業者の皆様の経営の飛
躍につながれば幸いです。 

利用上の留意点 

○ 本書では、各事業者より寄せられた商品紹介のコメント
や商品特性等の情報を掲載しています。掲載情報は編集時点
（平成30年１月）のものであり、常に最新のものとは限りま
せんので、商談等をお考えの場合は、各事業者へお問い合わ
せください。なお、各事業者への問い合わせについては、各
事業者の負担とならないよう、ご配慮をお願いします。 

【お問い合わせ先】 
農林水産省食料産業局産業連携課 
担 当：企画班 
ＴＥＬ：０３－３５０２－８２４６ 



北海道

事業者名 都道府県 分類 項

阿寒農業協同組合 北海道 畜産加工品 1

美幌町農業協同組合 北海道 農産加工品 2

株式会社のぼりべつ酪農
館

北海道 畜産加工品 3

旭川あらかわ牧場合同会
社

北海道 畜産加工品 4

株式会社エルパソ 北海道 畜産加工品 5

有限会社福田農園 北海道 農産加工品 6

株式会社NIKI Hillsヴィ
レッジ

北海道 飲料・酒類 7

株式会社ひこま豚 北海道 畜産加工品 8

東北

事業者名 都道府県 分類 項

南部桑研株式会社 青森県 農産加工品 9

株式会社あおもり海山 青森県 水産加工品 10

株式会社ヒロサキ 青森県 農産加工品 11

いわてにしわが南部かし
わプロジェクト株式会社

岩手県 畜産加工品 12

株式会社岩手ファーマー
ズミート

岩手県 生鮮食品 13

農業生産法人株式会社
GRA

宮城県 飲料・酒類 14

有限会社アグリードなる
せ

宮城県 菓子 15

合資会社エコニコ農園 秋田県 農産加工品 16

目　　次（地域別）

商品名

商品名

阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ

美幌小麦中太ちぢれ麺

のむフロマージュ

グリーンチーズ

どろぶた　生ハム　500日熟成プロシュート

干しの王様しいたけスライス

HATSUYUKI

生ベーコン

ミガキイチゴ・ムスー（スパークリングワイン）

のびるバウム（ソフト）

ブルーベリー・無加糖コンフィチュール

南部八戸桑茶

クロマグロのなめろう

スタンドパック

南部かしわ地鶏の燻製

牛匠　小形牧場牛薄切り



有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 農産加工品 17

ふくしま農家の夢ワイン
株式会社

福島県 飲料・酒類 18

株式会社ワンダーファー
ム

福島県 飲料・酒類 19

関東

事業者名 都道府県 分類 項

有限会社大地 茨城県 飲料・酒類 20

もったいねーべ株式会社 茨城県 菓子 21

島田養蜂園　島田誠一 栃木県 農産加工品 22

株式会社和みの杜 栃木県 菓子 23

株式会社赤城深山ファー
ム

群馬県 農産加工品 24

よしだ農場　吉田昌男 埼玉県 菓子 25

株式会社オオノ農園 千葉県 農産加工品 26

キャロット＆ベジタブル
株式会社

千葉県 生鮮食品 27

磯沼ミルクファーム 東京都 畜産加工品 28

神奈川中央養鶏農業協同
組合（卵菓屋）

神奈川県 菓子 29

有限会社農業法人清里
ジャム

山梨県 農産加工品 30

社会福祉法人くりのみ園 長野県 農産加工品 31

株式会社柿の木冷温フー
ズ

長野県 農産加工品 32

有限会社下山養魚場 静岡県 水産加工品 33

乾燥マッシュルーム

シードル

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

赤城深山そば

ピンクポテトチップス

落花生100％ペースト

有機ビーツ

Wonder Red 95g

商品名

Sun　Pallet

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

さとの果実（ゆず）

あまご蒲焼

ジャージープレミアムヨーグルト

もちもちドーナツ

ブラックカシスコーディアル

くりのみの米こうじ味噌

冷凍カットえのき茸



北陸

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社サンファーム泉 新潟県 飲料・酒類 34

いなば農業協同組合 富山県 その他 35

農事組合法人蓮だより 石川県 菓子 36

有限会社かわに 石川県 農産加工品 37

株式会社米心石川 石川県 菓子 38

有限会社白山やまぶどう
農園

福井県 飲料・酒類 39

東海

事業者名 都道府県 分類 項

農業生産法人PLUS株式
会社

岐阜県 農産加工品 40

株式会社寺田農園 岐阜県 飲料・酒類 41

オークヴィレッジ株式会
社

岐阜県 その他 42

有限会社デイリーファー
ム　とれたてたまごの店
ココテラス

愛知県 菓子 43

高香園製茶所 愛知県 菓子 44

ガーキンファーム町屋 三重県 農産加工品 45

近畿

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社横江ファーム 滋賀県 農産加工品 46

有限会社フルーツ王国や
さか

京都府 飲料・酒類 47

こと京都株式会社 京都府 農産加工品 48

商品名

アロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース

クリアベル（化粧品）

加賀れんこんちっぷ

庄兵衛セット（特）

swallowチェア

たまごたっぷりカステラ

手摘み抹茶の焼き菓子

町屋ピクルス

焼き芋おじさん

こめれーぬ

山ぶどうビネガー

商品名

グルテンフリーパスタ

商品名

かける小松菜

葡の華（ほのか）

京の九条の葱の油



カネ筒農園 大阪府 農産加工品 49

カタシモワインフード株
式会社

大阪府 飲料・酒類 50

浜坂漁業協同組合 兵庫県 水産加工品 51

株式会社嶋本食品 兵庫県 畜産加工品 52

有限会社十津川深瀬 奈良県 水産加工品 53

ほりぐち農園 和歌山県 農産加工品 54

農業生産法人株式会社早
和果樹園

和歌山県 飲料・酒類 55

くしもと両濱株式会社 和歌山県 水産加工品 56

中国四国

事業者名 都道府県 分類 項

メイちゃん農場　大下哲
治

鳥取県 畜産加工品 57

有限会社旭養鶏舎 島根県 菓子 58

ホトトギス株式会社 岡山県 菓子 59

株式会社アーリーモーニ
ング

岡山県 農産加工品 60

レッドライスカンパニー
株式会社

岡山県 飲料・酒類 61

丸本酒造株式会社 岡山県 飲料・酒類 62

牡蠣の家しおかぜ　野崎
寿

岡山県 水産加工品 63

株式会社ビナン食販 岡山県 農産加工品 64

農事組合法人世羅幸水農
園

広島県 農産加工品 65

ひのっ子ファーム株式会
社

広島県 菓子 66

大阪ど根性スピリット

プロトン凍結浜ほたる

KOBE金猪豚骨付き生ハム

鮎あぶり

梅シロップ

紅たでシロップ

米粉のブラウニー

EIJI　MIYAMOTO　No.7

赤米甘酒はれのひストレート

泡々酒：ブルー　花泡々酒：ピンク

牡蠣のアヒージョ

飲むみかん

紀州串本釜揚げひじき

商品名

潮騒・シェーブルチーズ

あさひ・プリン

肉厚きくらげ

なしのチャツネ

ひのっ子マンゴープリン



企業組合がんね栗の里 山口県 菓子 67

株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン

山口県 農産加工品 68

株式会社さんまいん 山口県 農産加工品 69

西地食品有限会社 徳島県 農産加工品 70

さんわ農夢株式会社 香川県 生鮮食品 71

株式会社蒼のダイヤ 香川県 農産加工品 72

濵田農園　濵田善純 愛媛県 飲料・酒類 73

有限会社はたやま夢楽 高知県 生鮮食品 74

九州

事業者名 都道府県 分類 項

ファゼンダかじわら合同
会社

福岡県 畜産加工品 75

やっぱぁ～岡垣　早苗泰
博

福岡県 農産加工品 76

欠番

さぼんどちの株式会社 福岡県 その他 78

合同会社つよし君のお野
菜畑

佐賀県 飲料・酒類 79

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 菓子 80

株式会社五島ライブカン
パニー

長崎県 水産加工品 81

有限会社阿蘇健康農園 熊本県 農産加工品 82

あねさん工房株式会社 大分県 農産加工品 83

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 菓子 84

辛し麹和えぴりっとさん

しょうがシロップ　すだち果汁入り

弘法の恵・夢の芋

蒼のダイヤ　オリーブオイル

きわみジュース

がんね栗衛門

瀬戸内マーマレードTeraTerra

ナチュラルせっけんはみがきジェルCS

つよし君の飲むトマト

イチゴのドライフルーツ

クエ鍋セット

阿蘇バジルペースト

幻の地鶏　土佐ジロー

商品名

ジェラート

高倉びわの葉茶

かぼすコンフィチュール

ドライフルーツ詰め合わせ



有限会社豊緑園 宮崎県 農産加工品 85

AGRISTREAM KIMURA
FARM株式会社

宮崎県 菓子 86

株式会社岡崎牧場 宮崎県 生鮮食品 87

兼久農産物加工組合 鹿児島県 菓子 88

株式会社さつま福永牧場 鹿児島県 生鮮食品 89

沖縄

事業者名 都道府県 分類 項

農業生産法人有限会社勝
山シークヮーサー

沖縄県 飲料・酒類 90

農業生産法人株式会社福
まる農場

沖縄県 生鮮食品 91

やわらかい加工黒糖

黒毛和牛ロース

商品名

勝山シークヮーサー沖縄県産果汁100％

キビまる豚　バラ（豚バラ肉）

緑がとてもきれいな「まっ茶」

マンゴーコンフィチュール

ドライエイジングビーフ



農産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

美幌町農業協同組合 北海道 農産加工品 2

有限会社福田農園 北海道 農産加工品 6

南部桑研株式会社 青森県 農産加工品 9

株式会社ヒロサキ 青森県 農産加工品 11

合資会社エコニコ農園 秋田県 農産加工品 16

有限会社舟形マッシュ
ルーム

山形県 農産加工品 17

もったいねーべ株式会社 茨城県 農産加工品 21

島田養蜂園　島田誠一 栃木県 農産加工品 22

株式会社和みの杜 栃木県 農産加工品 23

株式会社赤城深山ファー
ム

群馬県 農産加工品 24

株式会社オオノ農園 千葉県 農産加工品 26

有限会社農業法人清里
ジャム

山梨県 農産加工品 30

社会福祉法人くりのみ園 長野県 農産加工品 31

株式会社柿の木冷温フー
ズ

長野県 農産加工品 32

農事組合法人蓮だより 石川県 農産加工品 36

有限会社かわに 石川県 農産加工品 37

農業生産法人PLUS株式
会社

岐阜県 農産加工品 40

※一部、複数の分類に属する商品がございます。

目　　次（分類別）

美幌小麦中太ちぢれ麺

干しの王様しいたけスライス

南部八戸桑茶

スタンドパック

ブルーベリー・無加糖コンフィチュール

乾燥マッシュルーム

さとの果実（ゆず）

赤城深山そば

落花生100％ペースト

ブラックカシスコーディアル

くりのみの米こうじ味噌

冷凍カットえのき茸

焼き芋おじさん

グルテンフリーパスタ

商品名

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

加賀れんこんちっぷ



ガーキンファーム町屋 三重県 農産加工品 45

株式会社横江ファーム 滋賀県 農産加工品 46

こと京都株式会社 京都府 農産加工品 48

カネ筒農園 大阪府 農産加工品 49

ほりぐち農園 和歌山県 農産加工品 54

株式会社アーリーモーニ
ング

岡山県 農産加工品 60

株式会社ビナン食販 岡山県 農産加工品 64

農事組合法人世羅幸水農
園

広島県 農産加工品 65

株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン

山口県 農産加工品 68

株式会社さんまいん 山口県 農産加工品 69

西地食品有限会社 徳島県 農産加工品 70

株式会社蒼のダイヤ 香川県 農産加工品 72

やっぱぁ～岡垣　早苗泰
博

福岡県 農産加工品 76

欠番

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 農産加工品 80

有限会社阿蘇健康農園 熊本県 農産加工品 82

あねさん工房株式会社 大分県 農産加工品 83

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 農産加工品 84

有限会社豊緑園 宮崎県 農産加工品 85

株式会社岡崎牧場 宮崎県 農産加工品 87

ドライフルーツ詰め合わせ

町屋ピクルス

かける小松菜

京の九条の葱の油

紅たでシロップ

梅シロップ

しょうがシロップ　すだち果汁入り

蒼のダイヤ　オリーブオイル

高倉びわの葉茶

阿蘇バジルペースト

かぼすコンフィチュール

EIJI　MIYAMOTO　No.7

肉厚きくらげ

なしのチャツネ

瀬戸内マーマレードTeraTerra

辛し麹和えぴりっとさん

イチゴのドライフルーツ

緑がとてもきれいな「まっ茶」

ドライエイジングビーフ



畜産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

阿寒農業協同組合 北海道 畜産加工品 1

株式会社のぼりべつ酪農
館

北海道 畜産加工品 3

旭川あらかわ牧場合同会
社

北海道 畜産加工品 4

株式会社エルパソ 北海道 畜産加工品 5

株式会社ひこま豚 北海道 畜産加工品 8

いわてにしわが南部かし
わプロジェクト株式会社

岩手県 畜産加工品 12

磯沼ミルクファーム 東京都 畜産加工品 28

株式会社嶋本食品 兵庫県 畜産加工品 52

メイちゃん農場　大下哲
治

鳥取県 畜産加工品 57

ファゼンダかじわら合同
会社

福岡県 畜産加工品 75

株式会社岡崎牧場 宮崎県 畜産加工品 87

水産加工品

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社あおもり海山 青森県 水産加工品 10

有限会社下山養魚場 静岡県 水産加工品 33

浜坂漁業協同組合 兵庫県 水産加工品 51

有限会社十津川深瀬 奈良県 水産加工品 53

くしもと両濱株式会社 和歌山県 水産加工品 56

生ベーコン

南部かしわ地鶏の燻製

ジャージープレミアムヨーグルト

KOBE金猪豚骨付き生ハム

潮騒・シェーブルチーズ

阿寒丹頂黒和牛ハンバーグ

のむフロマージュ

グリーンチーズ

どろぶた　生ハム　500日熟成プロシュート

紀州串本釜揚げひじき

ジェラート

クロマグロのなめろう

あまご蒲焼

プロトン凍結浜ほたる

鮎あぶり

商品名

商品名

ドライエイジングビーフ



牡蠣の家しおかぜ　野崎
寿

岡山県 水産加工品 63

株式会社五島ライブカン
パニー

長崎県 水産加工品 81

菓子

事業者名 都道府県 分類 項

有限会社アグリードなる
せ

宮城県 菓子 15

もったいねーべ株式会社 茨城県 菓子 21

株式会社和みの杜 栃木県 菓子 23

よしだ農場　吉田昌男 埼玉県 菓子 25

神奈川中央養鶏農業協同
組合（卵菓屋）

神奈川県 菓子 29

農事組合法人蓮だより 石川県 菓子 36

株式会社米心石川 石川県 菓子 38

有限会社デイリーファー
ム　とれたてたまごの店
ココテラス

愛知県 菓子 43

高香園製茶所 愛知県 菓子 44

有限会社旭養鶏舎 島根県 菓子 58

ホトトギス株式会社 岡山県 菓子 59

ひのっ子ファーム株式会
社

広島県 菓子 66

企業組合がんね栗の里 山口県 菓子 67

いずも食品加工株式会社 福岡県 菓子 77

KAWAKIYA　栗原二雄 長崎県 菓子 80

株式会社ドリームファー
マーズ

大分県 菓子 84

牡蠣のアヒージョ

クエ鍋セット

のびるバウム（ソフト）

茨城県産の紅はるかで作ったほしいも

たまごたっぷりカステラ

手摘み抹茶の焼き菓子

あさひ・プリン

米粉のブラウニー

ひのっ子マンゴープリン

焼き芋丸ごと干し芋甘極み

ピンクポテトチップス

もちもちドーナツ

加賀れんこんちっぷ

こめれーぬ

がんね栗衛門

国産野菜をそのまんまチップスにしました。

イチゴのドライフルーツ

ドライフルーツ詰め合わせ

商品名



AGRISTREAM KIMURA
FARM株式会社

宮崎県 菓子 86

兼久農産物加工組合 鹿児島県 菓子 88

飲料・酒類

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社NIKI Hillsヴィ
レッジ

北海道 飲料・酒類 7

農業生産法人株式会社
GRA

宮城県 飲料・酒類 14

ふくしま農家の夢ワイン
株式会社

福島県 飲料・酒類 18

株式会社ワンダーファー
ム

福島県 飲料・酒類 19

有限会社大地 茨城県 飲料・酒類 20

株式会社サンファーム泉 新潟県 飲料・酒類 34

有限会社白山やまぶどう
農園

福井県 飲料・酒類 39

株式会社寺田農園 岐阜県 飲料・酒類 41

有限会社フルーツ王国や
さか

京都府 飲料・酒類 47

カタシモワインフード株
式会社

大阪府 飲料・酒類 50

農業生産法人株式会社早
和果樹園

和歌山県 飲料・酒類 55

レッドライスカンパニー
株式会社

岡山県 飲料・酒類 61

丸本酒造株式会社 岡山県 飲料・酒類 62

濵田農園　濵田善純 愛媛県 飲料・酒類 73

合同会社つよし君のお野
菜畑

佐賀県 飲料・酒類 79

農業生産法人有限会社勝
山シークヮーサー

沖縄県 飲料・酒類 90

やわらかい加工黒糖

HATSUYUKI

ミガキイチゴ・ムスー（スパークリングワイン）

シードル

Wonder Red 95g

マンゴーコンフィチュール

大阪ど根性スピリット

飲むみかん

赤米甘酒はれのひストレート

泡々酒：ブルー　花泡々酒：ピンク

きわみジュース

Sun　Pallet

アロニア・ポリフェノール果実ミックスジュース

山ぶどうビネガー

庄兵衛セット（特）

葡の華（ほのか）

商品名

つよし君の飲むトマト

勝山シークヮーサー沖縄県産果汁100％



生鮮食品

事業者名 都道府県 分類 項

株式会社岩手ファーマー
ズミート

岩手県 生鮮食品 13

キャロット＆ベジタブル
株式会社

千葉県 生鮮食品 27

浜坂漁業協同組合 兵庫県 生鮮食品 51

さんわ農夢株式会社 香川県 生鮮食品 71

有限会社はたやま夢楽 高知県 生鮮食品 74

株式会社岡崎牧場 宮崎県 生鮮食品 87

株式会社さつま福永牧場 鹿児島県 生鮮食品 89

農業生産法人株式会社福
まる農場

沖縄県 生鮮食品 91

その他

事業者名 都道府県 分類 項

いなば農業協同組合 富山県 その他 35

オークヴィレッジ株式会
社

岐阜県 その他 42

さぼんどちの株式会社 福岡県 その他 78

プロトン凍結浜ほたる

ナチュラルせっけんはみがきジェルCS

商品名

商品名

クリアベル（化粧品）

幻の地鶏　土佐ジロー

ドライエイジングビーフ

黒毛和牛ロース

キビまる豚　バラ（豚バラ肉）

swallowチェア

牛匠　小形牧場牛薄切り

有機ビーツ

弘法の恵・夢の芋
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