宮城県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（83計画）
（令和２年７月末現在）
【栗原市】
③関村 清幸
①株式会社吉尾ファーム
①株式会社さちwemalu
①NPO法人フォレストサイクル元樹
【加美町】
①株式会社恒和クリエイト
【大和町】
⑤あさひな農業協同組合
③農業生産法人東穀ライス匠株式会社

【大崎市】
③農業生産法人有限会社ダイアファーム
⑥アグリ古川農産株式会社
①いちご倶楽部株式会社
①株式会社一ノ蔵
④有限会社蕪栗千葉農場
①デリシャスファーム株式会社
②農業生産法人有限会社ヒーロー
①浦上 和子
①株式会社ＡＧＲＩ ＰＲＩＭＥ

【仙台市】
③農事組合法人仙台イーストカントリー
③たんぽぽ農産加工くらぶ
①株式会社舞台ファーム
①株式会社大滝自然農園
①株式会社耕
①株式会社きずなファーム
①株式会社荒浜アグリパートナーズ
①マリズファーム 高山 真里子
①株式会社みらいファームやまと
①株式会社佐々木産業営農サービス
▲株式会社ガイア環境技術研究所

栗原市

南三陸町
登米市
大崎市

加美町

涌谷町
色麻町

大和町
富谷市

大郷町
東松島市
松島町

石巻市
女川町

利府町
塩釜市
多賀城市七ヶ浜町

仙台市
川崎町
村田町

【七ヶ宿町】
② 有限会社杜のいちご
七ヶ宿町

白石市

○付き数字は総合化事業計画の事業内容の区分
①：加工・直売、②：加工、③：加工・直売・レストラン、
④：直売、⑤：加工・直売・輸出、⑥：レストラン、⑦：輸出

名取市

柴田町 岩沼市

大河原町

【白石市】
③有限会社竹鶏ファーム
②有限会社蔵王グリーンファーム

美里町

大衡村

蔵王町

③農業生産法人有限会社伊豆沼農産
⑤有限会社PFTサービス
①株式会社近藤農産
①株式会社カレントセラー
②株式会社サンフルーツ・ファーム
①株式会社ワンズ
①米・米ファーム合同会社
【南三陸町】
①宮城県漁業協同組合志津川支所
③自然卵農園株式会社
①株式会社小野花匠園

気仙沼市

【蔵王町】
④農業生産法人エコファーム蔵王株式会社
⑤株式会社蔵王苑、有限会社鑓水建設
①有限会社蔵王ブルーベリー農園
③株式会社アイ・アディールクリエーション
③有限会社蔵王鶏園

【所在地】
●農林漁業者等
▲研究開発事業者
■ファンド出資案件

【登米市】
①農業生産法人株式会社オジマスカイサービス
①芳泉農園
①有限会社おっとちグリーンステーション
①千葉忠畜産株式会社
③有限会社久保畜産
③株式会社縄文ファーム
①農業生産法人株式会社石ノ森農場

亘理町

角田市
山元町
丸森町

【名取市】
■株式会社エヌ・ケー・エフ
【岩沼市】
④株式会社フレッシュファーム
①有限会社やさい工房八巻
【亘理町】
④株式会社亘理ファーム
①あらはま海苔合同会社
【山元町】
②農業生産法人株式会社ＧＲＡ
①やまうち農園株式会社

【涌谷町】
①、②有限会社氏家農場
①佐藤園芸 佐藤 光一
【石巻市】
①株式会社海遊
①末永九兵衛商店株式会社
②株式会社アルコバレーノファーム
③、⑤有限会社うしちゃんファーム
②桃浦かき生産者合同会社
①株式会社鵜の助
①齋藤 伊平
①阿部 政志
①株式会社深谷農産
②株式会社鹿島
②豊嶋 祐二
②西條 幸正
②株式会社吉田ファーム
①三浦 良彦
①及川 雄一郎
③千葉 浩希
④株式会社田伝むし
【東松島市】
①有限会社アグリードなるせ
①株式会社イグナルファーム
【塩釜市】
①有限会社千葉水産

宮城県
加工・直売・
レストラン

平成２３年度
関村 清幸

（宮城県栗原市）

平成２３年度

第１回認定
http://sekimura-group.jp/

漢方飼料を使った肉用牛「新生漢方和牛」、米、野菜の焼き肉レス
トランでの直接提供による需要開拓

◆認定事業の概要

農業生産法人 有限会社 ダイアファーム

http://daiafarm.jp/

自社栽培米及び野菜を利用した弁当製造・飲食店事業

◆認定事業の概要

これまで自社で生産・販売している米、水菜
に加え、ほうれんそう、スイートコーン、枝豆
などを新たに生産するとともに、これらの食材
を活用した弁当製造、飲食施設を新設し、付加
価値の向上と販売形態の多様化を図る。

（宮城県仙台市）

米粉の商品化促進及び各種加工食品の開発、製造、販売事業

自社で生産・加工した米、みそ、おにぎり、
米粉麺をこれまでの委託販売から、直売所併設
の飲食店を整備し、対面販売中心に切り替え、
地域農産物の付加価値の向上と販売促進を図る。

平成２３年度
（宮城県大崎市）

農事組合法人 仙台イーストカントリー

◆認定事業の概要

肉の販売促進のため焼肉レストランを整備し、
ファミリー向けメニューや接待向けメニューな
ど牛１頭分の肉を無駄なく使用し、幅広く消費
者ニーズに合った商品を提供し、また堆肥を有
効活用して栽培した米やれんこんも提供するこ
とにより、新たな販売ルートを確立、牛肉や米、
れんこんの販路拡大を図る。

加工・直売・
レストラン

加工・直売・
レストラン

第２回認定

第２回認定
加工・直売

農業生産法人 株式会社 オジマスカイサービス
（宮城県登米市）

http://www.ojimasky.com/

地元農産物の商品開発・加工、直売所・宅配・移動販売車による販
売

◆認定事業の概要

顧客目線による農産物の商品開発と加工、既
存直売所のリニューアル、宅配及び移動販売に
よる新たな販売ルートを構築することによって、
経営の多角化を図り、生産者及び法人の利益向
上に結びつけることで、農業経営の改善を図る。

宮城県
加工・直売・
レストラン

平成２３年度
農業生産法人 有限会社 伊豆沼農産
（宮城県登米市）

http://www.izunuma.co.jp/

自家生産の豚肉を利用した商品加工と販売事業

http://www.freshfarm.co.jp/

イチゴを核とした新たな農産物の生産と販売

◆認定事業の概要

新たにいちご栽培に取り組み、業務用販売及
び観光農園化などの多角的なアグリビジネスの
展開を行う。

（宮城県仙台市）

地元食材にこだわった料理を提供する農家レ
ストラン及び加工施設を整備し、米粉や野菜を
原材料とした菓子等の開発に取り組む。

平成２３年度
（宮城県岩沼市）

たんぽぽ農産加工くらぶ

◆認定事業の概要

新たに加工施設を整備し、乳酸菌発酵の生サ
ラミ等の新商品の製造・販売及び自社レストラ
ンメニューの開発を行うことによる、雇用及び
研修生の育成につなげる。

株式会社 フレッシュファーム

加工・直売・
レストラン

農家レストランを中心とした農業多角化事業

◆認定事業の概要

直売

第３回認定

第３回認定
直売

農業生産法人 エコファーム蔵王 株式会社
（宮城県蔵王町）

http://www.ecofarm-zao.co.jp/

地域ブランド米を確立した精米・ネット販売

◆認定事業の概要

外部委託している精米事業を自社で行い、当
社ブランド米「蔵王源流米」の商品アイテム
（少量パック、無洗米等）を増加し、既存の直
売所及び新たにインターネット販売に取り組む。

宮城県
加工・直売

平成２４年度
株式会社 舞台ファーム
（宮城県仙台市）

http://butaifarm.com/

自社ブランドの確立とボランタリーチェーン展開による販路拡大

◆認定事業の概要

株式会社 亘理ファーム
（宮城県亘理町）

水耕栽培施設で生産した野菜を消費者直接販売等による販路拡大

水耕栽培で生産した野菜を、既存販売先企業
が運営するレストラン内の一部を借りて、レス
トラン来客者に直接販売する。

平成２４年度
アグリ古川農産 株式会社
（宮城県大崎市）

直売

◆認定事業の概要

自社生産及び施設栽培ネットワークを構築し
仕入れた野菜を使用したカット野菜及び無洗化
野菜を製造し、販売については、新たなチェー
ンオペレーション体制（ボランタリーチェー
ン）の構築に取り組むことで、ブランド化を確
立し事業強化を図る。

レストラン

第１回認定

http://zen.gpcms.net/

米粉を利用した新商品開発及び農家レストランによる地場産品の販
路拡大

◆認定事業の概要

米粉を活用した、米粉うどん、米粉パンを開
発し、自社が整備する農家レストランにおいて
提供する。

野菜厨房ＺＥＮ店内
メニューは地場産野菜たっぷり

第１回認定
加工・直売

株式会社 吉尾ファーム

（宮城県栗原市） http://kurikoma-mochi.main.jp/

地域の奨励品種である「みやこがねもち米」を使用したもち加工品
の製造・販売

◆認定事業の概要

新たに個包装のもち加工品を開発し、新設す
る販売店舗及び既存の販路による販売に取り組
む。

宮城県
加工・直売

平成２４年度

平成２４年度

第１回認定

いちご倶楽部 株式会社
（宮城県大崎市）

http://dear15.jp/

大崎市における希少いちご「桃薫」の栽培と規格外品を利用した
「苺石鹸」の開発・販売

◆認定事業の概要

（宮城県大崎市）

（宮城県仙台市）

有機農法による安全・安心な農産物の生産、直売及び規格外農産物
を利用した商品の加工・販売事業

有機農法（農薬、化学肥料を使用しない農
法）により生産した米、野菜を使用して、弁当、
漬物、味噌、ドレッシング、カット野菜を加
工・製造し、地元温泉街に隣接した直売所、飲
食店舗等で販売する。

平成２４年度
株式会社 一ノ蔵

株式会社 大滝自然農園

◆認定事業の概要

いちごの規格外品を原材料とした、いちご石
鹸を開発し、販売については美容室への訪問販
売及びインターネット販売等に取り組む。

加工・直売

加工・直売

第２回認定

http://www.ichinokura.co.jp/

自社栽培大豆・特別栽培米を使用した味噌製造と、自社酒粕・味
噌・農産物を使った加工品の製造・販売事業

◆認定事業の概要

第２回認定
直売

有限会社 蕪栗千葉農場
（宮城県大崎市）

http://www.kabukurimai.com/

有機米及び特別栽培米を利用した加工・直接販売事業

◆認定事業の概要

自社で生産した米、大豆を使用した味噌と野
菜、味噌、酒粕を使用した漬物等を開発し、関
連会社直営店やインターネット等により販売す
る。

自家生産の有機肥料を使用した有機米及び特
別栽培米（農薬・化学肥料不使用及び減農薬）
を自社精米・パッケージ化し既存販路に加え、
インターネットによる直接販売を行う。

だいこん酒粕からし漬

JAS有機宮城県産つや姫

宮城県
加工・直売

平成２４年度
デリシャスファーム 株式会社

（宮城県大崎市） http://www.delicious-farm.com/

こだわりトマトを利用した実需者向け加工品製造事業

第２回認定
加工

農業生産法人 有限会社 ヒーロー
（宮城県大崎市）

http://www.hearoc.co.jp/

米粉を活用した菓子製造販売

◆認定事業の概要

◆認定事業の概要

既存のトマト加工品（ジュース、ソース、ケ
チャップ、ドライトマト）について、新たに業
務用パッケージを開発するとともに、ホテル、
レストラン等への販路を開拓する。

有機栽培米を使用した米粉スナック、冷凍だ
んごの開発・製造を行い、各種イベントでの直
販やネット販売、飲食店等へ販路を開拓する。

こだわりトマト加工品と直売所

平成２４年度
加工・直売

芳泉農園

（宮城県登米市）

http://www.housen-farm.com/

登米産の米を活用した商品開発・販路開拓事業

◆認定事業の概要

組合で生産する米を活用し、餅加工品の開発
を行い、既存販路に加え、インターネット販売
を取り入れる。

こめかし玄米仕立、のりしお味

第２回認定
加工・直売・
輸出

有限会社 ＰＦＴサービス
（宮城県登米市）

http://www.sasanishiki.co.jp/

米の新包装商品の開発及び輸出による販路拡大に伴う「南方ササニ
シキ」の国際ブランド化事業

◆認定事業の概要

有機栽培等により生産した「ササニシキ」を
精米・真空パック化し、国内販路に加え、海外
（インドネシア、シンガポール、中国等）の高
級寿司店や百貨店等へ販路開拓を行い、本格的
に輸出に取り組む。

宮城県
加工・直売

平成２４年度
株式会社 耕

（宮城県仙台市）

http://www.karuche.jp/

◆認定事業の概要

（宮城県蔵王町）

自社で養殖したニジマス、イワナを使用し、
甘露煮や佃煮等の加工品の開発を行い、旅館、
料亭、海外の料理店等への販売に取り組む。

平成２４年度
有限会社 蔵王ブルーベリー農園 （宮城県蔵王町）
http://www.zao-blueberry.jp/Zao_Blueberry_Farm/toppupeji.html/

宮城蔵王のブルーベリーによる「スイーツ」及び「機能性商品」等
の商品開発、新販路構築を行うトップブランド化事業

自社で生産したブルーベリーを使用し、ジャ
ム、スイーツ、ピューレ、機能性商品（顆粒、
フレバーティー、スープ等）を開発・製造し、
首都圏のデパートや食料品店等への販売、通信
販売等に取り組む。

株式会社 蔵王苑・有限会社 鑓水建設

◆認定事業の概要

自社生産の小松菜、ほうれん草を使用したプ
リンを新たに開発・生産し、自社の農家レスト
ラン及びネット販売のほか、スーパー、飲食店
等への販売に取り組む。

◆認定事業の概要

加工・直売・
輸出

宮城蔵王の恵み、高級「ニジマス」「イワナ」の商品開発・生産及
び新販路構築を推進する国際ブランド化事業

小松菜・ほうれん草を利用した加工・販売事業

加工・直売

第３回認定

第３回認定
加工・直売

千葉忠畜産 株式会社
（宮城県登米市）

http://www.tanchi.jp/

登米牛のドライエージングビーフ加工と規格外部位の商品開発
及び直売所並びに新販路構築のための全国ブランド化事業

◆認定事業の概要

自社飼育の黒毛和牛を原料として「ドライ
エージングビーフ」（乾燥熟成された牛肉）、
「保存ビーフ」（レトルト・真空包装）の新商
品を開発し、自社の焼肉店や直売所、首都圏の
ホテル、レストラン等へ販売する。

宮城県
加工・直売

平成２４年度
有限会社 おっとちグリーンステーション
（宮城県登米市）

http://ottochi.co.jp/

高品質野菜の乾燥・粉末加工技術で、消費者と生産者が一体となっ
た「しあわせ農場プロジェクト」展開事業

◆認定事業の概要

独自の無化学肥料栽培技術により生産した高
品質野菜を原料に、野菜パウダーを開発・製造
し、促進事業者の販売チャネルを活かした国内
外への販路構築を展開する。

第３回認定
加工・直売

株式会社 近藤農産

（宮城県登米市） http://www.kondo-nousan.com/

地域の特産品である餅米、大豆を活用した、加工品の製造、販売事
業

◆認定事業の概要

自社生産の米、大豆を利用し、多種類の餅、
味噌、麹の加工・製造を行い、既存販路に加え、
ネット販売による販路拡大を図る。

切り餅、もっこり元気味噌

平成２４年度
加工・直売・
輸出

第３回認定

あさひな農業協同組合
（宮城県大和町）

http://www.ja-asahina.or.jp/

ＪＡあさひな循環型農業に於ける新たな商品開発と地産地消による
販売確立事業

◆認定事業の概要

組合員が生産する菌床しいたけ、そば、ブ
ルーベリー、いちごを使用して、しいたけ佃煮、
そば焼酎、ブルーベリーワイン、いちご菓子等
の加工品開発を行い、ネット販売や輸出拡大に
取り組み、販路の拡大と組合員の所得向上を図
る。

平成２５年度
加工・直売・
レストラン

第１回認定

有限会社 竹鶏ファーム

（宮城県白石市） http://www.taketori-monogatari.com/

鶏卵・地鶏のブランド化を目指す循環型農業を軸とした生産・加
工・販路開拓事業

◆認定事業の概要

自社生産する鶏卵及び地鶏軍鶏を利用した新
商品（プリン、マヨネーズ、玉子焼、軍鶏焼鳥
セット、レストランメニュー等）を製造し、整
備する直売所、レストラン及びインターネット
等を活用して販売することにより、農業経営の
改善を図る。

宮城県
加工・直売・
レストラン

平成２５年度
株式会社 アイ・アディールクリエーション

（宮城県蔵王町） http://www.miyagi-yasaibatake.jp/

宮城蔵王のニンジン・露地野菜等の商品開発と販路開拓で６次産業
化

◆認定事業の概要

（宮城県石巻市）

http://kai-you.in/

石巻市雄勝町の特産品である牡蠣を利用した加工・直接販売事業

◆認定事業の概要

自社養殖牡蠣を利用した加工食品（ドレッシ
ング、ギョウザ）を製造し、直売所、インター
ネットでの消費者直接販売及び飲食店への卸販
売に取り組むことで、漁業経営の改善を図る。

農業生産法人 東穀ライス匠 株式会社
（宮城県大和町）

自社生産及び地域の米を利用した新商品の販売事業

自社及び地域で生産された米を利用した新商
品（精米、麺、パスタ、さば棒寿司）を開発し、
直売所兼農家レストランでの直売及び外食
チェーンへの卸販売に取り組むことで、農業経
営の改善を図るとともに、地域の農業者の所得
向上に寄与する。

平成２５年度
株式会社 海遊

加工・直売・
レストラン

◆認定事業の概要

自社生産したにんじんを利用した加工品
（スープ、ジュレゼリー）を製造し、直売所で
の販売及び百貨店、レストランへ販路開拓を図
る。また、レストランを整備し、野菜を主とし
たメニューを開発し提供することにより、農業
経営の改善を図る。

加工・直売

第１回認定

第１回認定
加工・直売

末永九兵衛商店 株式会社
（宮城県石巻市）

http://kuhe.co.jp/

養殖銀鮭及び養殖帆立の新たな加工品開発と販路の開拓による、高
品質な漁業を目指す事業

◆認定事業の概要

自社養殖銀鮭、ホタテを利用した加工品（鮭
とば、干し貝柱等）を製造し、百貨店やスー
パーマーケットに販路開拓することにより、漁
業経営の改善を図るとともに、地域の雇用の創
出を目指す。
銀鮭加工品「干熟」

宮城県
加工・直売

平成２５年度
有限会社 氏家農場
（宮城県涌谷町）

http://www.ujiie-farm.com/

地域の特産品である、小ねぎ・青ねぎ・みず菜を利用した商品の
加工・販売事業

◆認定事業の概要

第１回認定
加工

農業生産法人 株式会社 ＧＲＡ
（宮城県山元町）

http://www.gra-inc.jp/

イチゴを活用したスパークリングワイン、リキュールなどの地域特
産品創出事業

◆認定事業の概要

自社栽培の野菜を利用した新商品（カット野
菜、ドレッシング、餃子）を製造し、販路につ
いては、カット野菜は主に卸売、ドレッシング、
餃子は消費者直接販売に取り組むことで、新た
な事業の創出、経営の多角化により、農業経営
の改善を図る。

自社生産のイチゴを利用したスパークリング
ワイン及びリキュールを製造し、百貨店等への
販路開拓を行うことにより、農業経営の改善を
図る。

小ねぎみそ、特選肉ドレ、
小ねぎチーズ

平成２５年度
加工

農業生産法人 株式会社 アルコバレーノファーム
（宮城県石巻市）

http://arcobalenofarm.com/

機能性野菜・イタリア野菜を利用したカット野菜の販売

◆認定事業の概要

第２回認定
加工・直売・
レストラン

農業生産法人 有限会社 うしちゃんファーム

（宮城県石巻市） http://www.ushichan.jp/pc/index.html

自社生産した黒毛和牛の牛肉と内臓肉を利用した加工・直接販売・
飲食提供事業

◆認定事業の概要

自社生産のイタリア野菜及び機能性野菜を原
材料としたカット野菜開発し、既存取引先及び
飲食店に販路拡大することにより農業経営の改
善を図る。

自社飼育の黒毛和牛の牛肉及び内臓肉を利用
した加工品（ローストビーフ、ビーフジャー
キー、牛タン燻製等）を開発する。また、直売
所及び焼肉店を整備し、精肉販売及び飲食事業
に取り組むことにより、畜産事業の改善を図る。

イタリア野菜「タルティーボ」

宮城県
加工・直売

平成２５年度
有限会社 アグリードなるせ
（宮城県東松島市）

https://agriead.jp/

米・麦・そば等を原材料とした農産物加工・商品開発・販売事業

◆認定事業の概要

第２回認定
加工・直売

株式会社 カレントセラー
（宮城県登米市）

登米産の米「ひとめぼれ」と大豆を利用した新商品の開発・販売事
業

◆認定事業の概要

自社及び地域で生産した米、小麦、そばを利
用し、加工品（バームクーヘン、ピザ、蕎麦
等）を開発するとともに、直売所を設置し販売
に取り組むことにより、農業経営の改善を図る。

自社生産の米、大豆を利用した加工品（ビタ
ミン米、パックごはん、みそパウダー）を開発
し、医療機関等に販路開拓を行うことにより農
業経営の改善を図る。

自社産小麦の「のびるバウム」
ソフトとハードの２タイプ

平成２５年度
加工・直売・
レストラン

有限会社 久保畜産
（宮城県登米市）

ブランド豚「島豚」をメインにした焼肉レストラン運営および豚肉
製品卸販売事業

◆認定事業の概要

自社生産の豚肉を利用した加工品（ウイン
ナー、メンチカツ）を開発するとともに、焼肉
レストラン事業を取り組むことにより、農業経
営の改善を図る。

第２回認定
加工

株式会社 サンフルーツ・ファーム
（宮城県登米市）

フレッシュ果肉フローズンとジェラート、惣菜加工による地産地消
プロジェクト

◆認定事業の概要

自社生産の果実（ブルーベリー、もも、りん
ご）を使用したジェラート類、野菜を使用した
惣菜を製造し道の駅等に販売することで、付加
価値を取り込み農業経営の改善を図る。

宮城県
加工・直売・
レストラン

平成２５年度
株式会社 縄文ファーム
（宮城県登米市）

http://jyoumon-farm.com/

こだわりの鶏肉と卵を使った料理を提供するレストランと農産
ショップの運営事業

◆認定事業の概要

加工・直売

株式会社 ワンズ
（宮城県登米市）

http://shitakeland.com/

自社生産の農産物を利用した新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要

自社生産の卵及び鶏肉を使用した料理を開発
するとともに、レストランを整備し提供する。
また、レストランに農産ショップコーナーを設
けて鶏肉、卵の販売に取り組むことにより収益
の向上・経営の多角化を実現する。

自社生産のしいたけ、アスパラガス、ラズベ
リーを使用した加工品（香り塩、ジャム、惣
菜）を製造し、インターネット販売に取り組む
ことにより、農業経営の改善を図る。

平成２５年度
加工・直売

第２回認定

宮城県漁業協同組合 志津川支所
（宮城県南三陸町）

自組合員が生産する水産物を利用した新商品の開発・販売事業

◆認定事業の概要

第２回認定
加工・直売

株式会社 きずなファーム
（宮城県仙台市）

ハーブと地鶏をメインに用いた循環型農業によって雄勝町の特産品
を作る事業

◆認定事業の概要

組合員が生産した銀ザケ、ワカメ等を活用し
た加工品（銀ザケ味付け真空パック、ワカメの
茎の漬物等）を製造し、直売所で販売すること
により、志津川地域の水産物の品の良さを広め、
地域水産業全体の発展に寄与する。
漁協直売所「タブの木」

石巻市雄勝町で自社が生産するハーブ、野菜、
地鶏等を利用した加工品（ハーブティ、ハーブ
入浴剤、ハーブ精油、マヨネーズ等）を開発し、
直売所やインターネットで販売を行う。自社の
農業経営の改善を図るとともに、石巻市雄勝町
の知名度を向上させ、特産品の開発から復興に
取り組む。

宮城県
加工・直売

平成２３年度 第３回認定
浦上 和子

加工・直売

（宮城県大崎市）

地域のしそと手作り味噌及び米粉を使用した「しそ巻き」の販売事
業

◆認定事業の概要

株式会社 ＡＧＲＩ
（宮城県大崎市）

ＰＲＩＭＥ

http://www.agri-prime.jp/

肉豚生産に精肉・加工品製造販売を加えた養豚６次産業経営の確立

◆認定事業の概要

自ら生産する米と自家製味噌を使用した「し
そ巻き」の製造を行う。米粉を使用することか
ら、小麦を使用する他商品との差別化が図られ、
販路を拡大させ経営の改善を目指す

自ら生産する豚肉を原材料とした、精肉及び
加工品（角煮・チャーシュー）を製造し、学校
給食向けや戸別宅配形式の販売に取り組むこと
で、所得の向上を図り、農業経営の改善を目指
す。

しそ巻き

平成２５年度
加工方式開発

平成２６年度 第１回認定

第３回認定（研究開発・成果利用事業計画）

株式会社 ガイア環境技術研究所
（宮城県仙台市）

http://gaia-ins.com/

間伐材等の還元滅菌炭化加工技術による高機能炭の開発事業

◆認定事業の概要

間伐材から還元滅菌炭化加工技術により多孔
質の高機能炭を製造し、土壌改良材や水質浄化
剤等として有効活用するよう、間伐材の利用体
系の確立及び事業化を目指し、林業者の経営多
角化及び森林再生に寄与するモデルプランを構
築する。

加工・直売

有限会社 千葉水産
（宮城県塩釜市）

海苔を活用した加工品開発・販売による経営の安定化

◆認定事業の概要

自社養殖海苔を活用した加工品（焼きのり、
味付けのり、生のりの佃煮）を開発・製造し、
直売、卸売に取り組むことで、経営の安定化及
び改善を図る。

宮城県
加工

平成２６年度
桃浦かき生産者 合同会社

（宮城県石巻市） http://www.momonoura-kakillc.co.jp/

超高圧自動かき剥き機導入による新商品開発と市場開拓事業

◆認定事業の概要

第１回認定
加工・直売

株式会社 鵜の助
（宮城県石巻市）

http://unosuke.jp/

自社で生産する茎わかめ・こんぶを使用したオリジナル加工商品化
と直接販売

◆認定事業の概要

自社生産の牡蠣を利用した新商品（貝柱が剥
がれた状態での殻付かき等）を製造し、卸販売
に取り組むことで、経営の安定を図る。

自社養殖こんぶ及びわかめを使用した加工品
（結びこんぶ、茎わかめの炊き込みご飯の素、
豚肉こんぶ巻）を製造し、直売に取り組むとと
もに、「鵜の助」のブランド化と販路拡大によ
る経営の安定化を図る。

殻付脱殻かき
（ハーフシェル）

平成２６年度
加工・直売

齋藤 伊平

（宮城県石巻市）

地場名産「牡蠣」の旨味を充分に活かした加工品開発及び販売事業

◆認定事業の概要

自ら生産する牡蠣を使用した加工品（燻製牡
蠣、牡蠣キムチ、牡蠣味噌和え）を製造し、直
売、卸売に取り組むことで、経営の安定と改善
を図る。

第１回認定
加工・直売

株式会社 さちｗｅｍａｌｕ
（宮城県栗原市）

http://www.sachiwemalu.com/

自社生産したうるち米を活用した米加工品の製造販売

◆認定事業の概要

自社生産の米を使用した加工品（トッポギ各
種）を製造し、インターネット販売等に取り組
むことにより農業経営に付加価値を取り込み、
経営の安定化及び改善を図る。
わらすこもち

宮城県
加工・直売

平成２６年度

平成２６年度

第２回認定

有限会社 やさい工房八巻

加工・直売

（宮城県岩沼市）

イチジクを活用した高付加価値商品の開発から販売を行う経営安定
化事業

◆認定事業の概要

阿部 政志

（宮城県石巻市）

「生食用殻付き牡蠣」の周年提供と消費ニーズに合わせた商品提案
による販売事業

牡蠣処理施設を整備し、牡蠣の周年販売を可
能にするとともに、新たに付加価値の高い生食
用殻付き牡蠣を販売することにより、経営の安
定化を図る。

（宮城県仙台市）

当社直営の直売所兼加工所を拠点とした、自社農産物の加工・販売
事業

米、野菜を原材料にした加工品（米粉、乾燥
野菜、野菜パウダー、漬物）を開発し、自社及
びJA直売所において販売することにより、付
加価値を取り込み収益性の向上を図る。

平成２６年度

◆認定事業の概要

株式会社 荒浜アグリパートナーズ

◆認定事業の概要

自社及び近隣農家が生産するイチジクの加工
品（ドライイチジク、ジャム、コンポート）を
製造・販売に取り組むことで、経営の安定化を
図り、持続性のある農業を実現する。

加工・直売

第３回認定

第３回認定
加工・直売

農業生産法人 株式会社 石ノ森農場
（宮城県登米市）

トルコギキョウを使用した花束とプリザーブド加工によるアレンジ
品の開発及び販売事業

◆認定事業の概要

トルコギキョウを使用した花束及びプリザー
ブド加工品を開発・販売することによって、付
加価値を取り込み農業経営の改善を図る。

宮城県
加工・直売・
レストラン

平成２６年度
自然卵農園 株式会社

（宮城県南三陸町） http://sizentamago.jimdo.com

放し飼い・自家配合の無添加飼料で生産した鶏卵を利用した新商品
開発・販売事業

◆認定事業の概要

自然卵と冷凍クレープ

加工・直売

株式会社 小野花匠園
（宮城県南三陸町）

自社生産菊及び地域の花卉を利用した新商品開発・販売事業

自社及び地域の農家が生産する花卉を使用し
た新商品（花束、アレンジフラワー）を開発、
販売することにより、新たな事業を創出し、花
卉生産・販売に付加価値を取り込むことで、経
営の改善を図る。

第３回認定

平成２７年度

特定非営利活動法人 フォレストサイクル元樹
（宮城県栗原市）

加工・直売

◆認定事業の概要

鶏卵を使用した新商品（冷凍クレープ、卵
ジェラート、オムライス、燻製卵）の開発・販
売に取り組むことにより、経営を安定化・高度
化することで、農業経営の改善を図る。

平成２６年度

第３回認定

http://www.fs-genki.com

加工

第１回認定

有限会社 杜のいちご
（宮城県七ヶ宿町）

蔵王山ろくの夏秋いちごを用いた加工品で、新しい蔵王の名産品を
作る事業

間伐材を使用した新商品の製造、加工・販売事業

◆認定事業の概要

◆認定事業の概要

間伐材を利用した、子供、高齢者向けの商品
等（積み木、ログハウスキット等）の開発・販
売に取り組むことにより、収益性の高い林業経
営を行うことで、雇用の創出及び地域の活性化
に繋げる。

自社生産のいちごのうち規格外品を活用した
新商品（ジャム、ティー）を開発し、地元のス
キー場、ホテル等での販売を行い、開発商品の
高付加価値化と農業経営の改善を図る。

はじめての積木

宮城県
加工・直売

平成２７年度
株式会社 深谷農産

第１回認定
加工

（宮城県石巻市）

自ら生産した米・野菜を使用した新商品の開発・販売事業

◆認定事業の概要

株式会社 鹿島
（宮城県石巻市）

十三浜の海の幸である鮭やワカメを活用した加工品の開発・販売事
業

◆認定事業の概要

自ら生産した野菜・米を用い、各種野菜のコ
ロッケの製造・販売と新しいパッケージの精米
の販売に取り組むことにより、農産物に新たな
価値を付加し、農業経営の安定化と雇用の創出
を図る。

構成員が養殖したワカメと漁獲した秋鮭を用
い、新商品（塩蔵わかめ、めかぶ、鮭節、はら
こ）を開発・製造し、飲食店、スーパー等に販
売することにより、地域の特産品として育て、
安定した収入の確保と経営の改善を図る。
鮭節（試作品）

平成２７年度
加工

豊嶋 祐二

（宮城県石巻市）

牡蠣、イカナゴを利用した加工品開発及び魚介類の直接販売事業

◆認定事業の概要

自ら養殖した牡蠣と漁獲したイカナゴを活用
した加工品（牡蠣の「オイル漬け」「旨炊」
「オイスターソース」、しらす等）の製造・販
売に取り組むことにより、新たな事業を創出し、
付加価値を取り込むことで漁業経営の改善を図
る。

第１回認定
加工・直売

米・米ファーム 合同会社
（宮城県登米市）

ヤーコンを活用した商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要

当社構成員が生産したヤーコンを原料に、
ヤーコンのフラクトオリゴ糖やポリフェノール
等を多く含む特徴を活かして加工品（惣菜、菓
子）の製造・販売を行い、開発商品の高付加価
値化と農業経営の改善を図る。

宮城県
加工

平成２７年

９月認定

有限会社 蔵王グリーンファーム
（宮城県白石市）

自社栽培野菜を利用したカット野菜の製造・販売事業

◆認定事業の概要

自社生産のチンゲン菜、グリーンカールに加
え、新たに生産するロメインレタス等の葉物野
菜を原料に、新商品のカット野菜（サラダ用、
炒め用）を製造し、食品会社へ卸売を行う。
事業の拡大により増大する規格外品もカット
野菜に加工することで付加価値を高め、収益の
向上と地域の雇用創出を図る。

平成２８年
加工

加工

西條

（宮城県石巻市）

寿司製造業者向けに、寿司に適した品種を栽培し、店の好みのブレ
ンドを行い、精米を販売する事業

自社生産の精米を寿司店ごとのニーズに応じ
てブレンドを行い、地域の寿司店や県外の寿司
製造業者に直接販売を行うことにより、米の付
加価値化と農業経営の改善を図る。

幸正

（宮城県石巻市）

十三浜の「わかめ・こんぶ」を活用した商品の加工・直接販売事業

◆認定事業の概要

自家産のわかめ・こんぶの茎等の部位を用い、
新商品（ふりかけ、米粉麺、雑貨用ソルト）を
開発し、県内の道の駅、自家経営の食堂、雑貨
店等で販売し、高付加価値化と所得向上による
経営基盤の強化を図る。

３月認定

株式会社 吉田ファーム

◆認定事業の概要

平成２７年１２月認定

平成２８年
加工・直売

三浦

７月認定

良彦

（宮城県石巻市）

トマト、きゅうりを利用した惣菜・菓子商品の製造・販売

◆認定事業の概要

生産するトマト、きゅうりを用いて、新商品
の惣菜（きゅうりの佃煮、塩蔵きゅうり、きゅ
うりの漬物）及び菓子商品（トマトかりんとう、
トマトゼリー）を開発・製造し、地域の直売所
等に販売することにより、農業経営の安定化を
図る。

宮城県
加工・直売

平成２８年

９月認定

及川 雄一郎

加工・直売・
レストラン

（宮城県石巻市）

地域伝来の「なす丸子漬け」等の漬物類と特別栽培米を使用した
「おこわ」の製造・販売

◆認定事業の概要

自家生産の特別栽培米と低農薬で栽培したな
す、白菜、大根を用いて、人工着色料や保存料
を使用しない漬物（なす丸子漬け、白菜漬け、
大根漬け）と季節の食材を具材としたおこわを
開発し、地域の直売所等で販売を行い、米の付
加価値化と規格外品の活用により、所得の向上
を図る。

平成２９年
加工・直売

マリズファーム
（宮城県仙台市）

千葉

高山

真里子

自家栽培のかぼちゃ・じゃがいも・大根を用
いて、子育て中の方や高齢者等をターゲットに
蒸し商品を開発する。開発する商品は、真空調
理を行うことにより、食材の酸化を防ぎ、栄養
素の減少を抑えうま味を増やすことができる商
品とし、直売所や飲食店等に販売することによ
り、農業所得の向上を図る。

浩希

（宮城県石巻市）

オーストラリア式養殖法による市場価値の高い牡蠣の生産と、「牡
蠣小屋」による養殖牡蠣の提供・直接販売事業

◆認定事業の概要

自家産の養殖牡蠣とオーストラリア式養殖法に
よる牡蠣を用いた牡蠣メニューを開発し、新たに
開設する「牡蠣小屋」での提供と新設する店舗に
おいて牡蠣の直接販売及び水産卸売会社へ販売を
行う。提供販売するオーストラリア式養殖法によ
る牡蠣は丸い形で身が大きく、旨味が強い特徴が
あり、市場価値が高い牡蠣を提供販売することに
より、経営の安定と所得の向上を図る。

５月認定

自家栽培のかぼちゃ・じゃがいも・大根を用いた、手軽に使える栄
養素の減少を抑え、うま味を増やした蒸し商品の開発・販売

◆認定事業の概要

平成２９年 １月認定

平成２９年
加工・直売

６月認定

株式会社 みらいファームやまと
（宮城県仙台市）

仙台近郊の中山間地域の立地を活かした地域特産品としてのワイン
の製造・販売

◆認定事業の概要

生産するワイン用のぶどうを用いて、製造し
たワインをブレンドし、重厚な味わいからフ
レッシュな味わいまで幅広い味のワインを開発
し、新たに整備するワイナリー内の直売所での
販売や酒類販売店、飲食店、インターネットで
の販売等を行うことにより、所得の向上と雇用
の創出を図る。

宮城県
加工・直売・
輸出

平成２９年

７月認定

有限会社 うしちゃんファーム
（宮城県石巻市）

独自配合の飼料で肥育した自社ブランド牛を用いた精肉加工及び牛
肉加工品の製造・販売

◆認定事業の概要

自社が生産する牛肉及び内蔵を用いて、精肉
加工及び牛肉加工品（たれ漬け牛肉、たれ漬け
ホルモン、冷凍ハンバーグ、レトルトカレー）
を開発し、卸売業者を通じ、小売店、飲食店等
に販売するほか、ベトナムを中心とした輸出に
よる海外への販路開拓を行うことにより、所得
の向上と雇用の創出を図る。

平成２９年１１月認定
加工・直売

株式会社 佐々木産業営農サービス
（宮城県仙台市）

自社で生産した米を用いて、高品質で安定した供給ができる乾燥麹
の製造・販売

◆認定事業の概要

自社生産の米を用いて、甘みが強くすっきり
とした味わいの加工品が製造できる「乾燥麹」
を開発する。開発する商品は、生麹と比べ賞味
期限が長く常温で保存できることから、実需者
に安定した供給ができる商品とし、甘酒等食品
メーカー、飲食店、直売所等に販売することに
より、所得の向上と雇用の創出を図る。

平成２９年１２月認定
加工・直売

株式会社 イグナルファーム
（宮城県東松島市）

グローバルＧＡＰ認証を取得した農園の規格外イチゴを活用した、
冷凍イチゴ、ジェラート及びジャムの製造・販売

◆認定事業の概要

自社農園で生産したイチゴの規格外品を用い
て、新商品冷凍イチゴ、イチゴジェラート、イ
チゴジャムを開発し、冷凍イチゴはアイス、菓
子等の原材料としてホテル、菓子店等に販売し、
イチゴジェラート、イチゴジャムは自社直売所
等での販売及びネット販売を行うことにより、
規格外品の価値を高め、所得の向上と雇用の創
出を図る。

平成３０年
直売

１月認定

株式会社 田伝むし
（宮城県石巻市）

米の長期鮮度保存による、高品質な米の安定供給と田んぼオーナー
制度による販売力の拡大事業

◆認定事業の概要

自社生産の米の品質維持及び高付加価値化を
図るため、ハイブリッド冷蔵庫を導入し、年間
を通じて安定した品質及び販売量の確保を図り、
契約出荷先、寿司店等及びネット販売等を行う。
また、田んぼオーナー制度を導入し、農業体験
等のイベント等への参加を通じて、個人客への
販売数量の拡大を図ることにより、所得向上と
雇用を創出する。

宮城県
加工・直売

平成３０年

５月認定

株式会社 恒和クリエイト
（宮城県加美町）

自社において生産したもち米を活用したもち加工品の製造・販売

◆認定事業の概要

自社において生産したもち米を活用して、白
切り餅、よもぎや黒大豆・青大豆を混ぜた切り
餅及びよもぎを混ぜた生餅の開発・製造を行い、
道の駅や食品スーパー等に販路を拡げ、農業収
益の拡大を図る。

平成３０年１１月認定
加工・直売

あらはま海苔合同会社
（宮城県亘理町）

自ら生産した海苔を活用したのり加工品の開発・製造・販売

◆認定事業の概要

自ら生産した海苔を活用し、自社加工場で海
苔本来の風味や食感を活かした焼き海苔や、養
殖期後半の比較的堅い海苔を活用した黒バラ干
し海苔、おやつ感覚で食べられる味付け海苔等
を製造して自社直売所や近隣直売所、スーパー
等で販売し、所得向上を図る。

平成３０年１２月認定
加工

有限会社 氏家農場
（宮城県涌谷町）

小ねぎ・青ねぎ・白ねぎの３種の自社ねぎを活用した、安心・安
全・生産者直送のカップ入りカットねぎの製造・販売

◆認定事業の概要

ASIAGAP取得の３種類の自社生産ねぎを原
料に、HACCP水準の自社加工場で安心・安全
な生産者直送の新鮮なカップ入りカットねぎを
製造・販売し、広く消費者に認知することで産
地振興に貢献するほか、加工用に適した生産方
法への転換により生産コストの低減及び収量の
増加を図る。

平成３１年
加工・直売・
レストラン

２月認定

有限会社 蔵王鶏園
（宮城県蔵王町）

産卵数を抑えた健康な鶏が産卵した味の濃い卵を活用した商品の開
発・製造・販売

◆認定事業の概要

加工施設兼直売コーナーを設けたレストラン
で、健康な卵を産める飼養管理を行った採卵鶏
から採れる味の濃い卵を用いて、マヨネーズ、
プリン、ケーキ等の開発、卵かけご飯等の料理
を提供するとともに、こだわり卵や加工品の直
接販売や卸売販売を行って所得向上と地域の雇
用創出を図る。

宮城県
加工・直売

令和２年２月認定
佐藤園芸

令和２年７月認定

佐藤 光一

加工・直売

（宮城県涌谷町）

青パパイヤを活用した漬物と味噌、葉を活用したパパイヤ茶の加
工・販売事業

◆認定事業の概要

やまうち農園株式会社
（宮城県山元町）

いちじくの規格外品を活用した「いちじくグミ」と「完熟いちじく
だけでつくったグラッセ」の開発

◆認定事業の概要

青パパイヤの実を活用した加工品及びパパイ
ヤの葉を活用したお茶の開発を行い、涌谷町の
新たな特産品として青パパイヤの生産を拡大し、
食べ方の普及、魅力を発信するとともに雇用の
安定と関連事業の所得を向上させる。
青パパイヤ抹茶（試作品）

いちじくの規格外品を生かした新商品「いち
じくグミ」と「完熟いちじくだけでつくったグ
ラッセ」の製造に取組み、売上高の拡大を図る。
また、いちじくの生産を拡大し、消費者にいち
じくの良さをPRするとともに、山元町の特産
品として知名度を上げ、マーケットの拡大を図
る。

