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【大江町】
③山川 正信
①鈴木 茂

【西川町】
①株式会社月山じょいふるふぁーむ

【三川町】
①株式会社まいすたぁ

【飯豊町】
②株式会社田中屋

【米沢市】
①農事組合法人新田営農組合
⑥株式会社山田鶏卵

【小国町】
①農事組合法人白い森のめぐみ
①小国地産エネルギー研究所株式会社

【酒田市】
①小松原 信子

【真室川町】
②農事組合法人りぞねっと
①大沼養蜂 大沼 有一

【舟形町】
②、①農業生産法人

有限会社舟形マッシュルーム

【金山町】
①農事組合法人いずえむ
①かねやま旬菜倶楽部企業組合
①株式会社エヌシップ 【尾花沢市】

①株式会社あさあけ農場
①有限会社アサイ
①農業生産法人合同会社自然屋作兵衛
①西塚 則夫
①株式会社サクセス・トレード

【寒河江市】
①株式会社ジオンジファーム
①丸松農園株式会社 【天童市】

⑦株式会社フルーツ果乃蔵
①小座間 朝子
①株式会社やまがたさくらんぼファーム
①株式会社なごみ農産

【鶴岡市】
①冨樫 民雄
①有限会社ドリームズファーム
①、①株式会社産直あぐり
①高橋 一郎
①株式会社藤の里農場
①有限会社米作
①太陽農場
②エヌ・Ｋファーム株式会社
①井上農場 井上 馨
①株式会社ライズ・イン
■株式会社庄内パラディーゾ

（令和３年８月末現在）

【鮭川村】
①農業生産法人
有限会社新庄最上有機農業者協会

②株式会社最上まいたけ
①株式会社和壌

【新庄市】
①高橋 広一
②農事組合法人ライジングファーム

【庄内町】
①山澤 清
①有限会社米シスト庄内

【村山市】
①国立ファーム株式会社
③有限会社旭商

【白鷹町】
③株式会社白鷹農産加工研究会

【東根市】
①北村 陽子
②有限会社敬友農場

【上山市】
①株式会社アグリパークＺＡＯ
①農業生産法人有限会社蔵王ウッディファーム
①株式会社髙橋フルーツランド
①松田農園 松田信朋

【山形市】
①さとう農園株式会社
①株式会社モス山形
①株式会社蔵王園
①農事組合法人村木沢あじさい営農組合
③鍋倉 康治
①株式会社ベルウッドヴィンヤード

【南陽市】
①農業生産法人有限会社酒井ワイナリー
①有限会社沼田屋
①櫻井 久吉
③漆山果樹園 漆山和志

【高畠町】
①皆川 博之
①株式会社高畠後藤屋農園

【所在地】
●農林漁業者等
▲研究開発事業者
■ファンド出資案件

○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

山形県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（68計画）



山形県 平成２３年度 第１回認定

農事組合法人 新田営農組合
（山形県米沢市） http://niida-farmers-market.com/

加工・直売

地域農産物（米、大豆、枝豆、野菜等）を利用した商品の加工・販
売と、新商品の開発に向けた異業種との連携

◆認定事業の概要
大豆、枝豆とも収益が低いことから、大豆と

新たに生産する雪菜及び米、野菜を自社加工施
設で乾燥・製粉・発酵等の加工を加えることに
より、高付加価値の商品を開発。
直売所や山形県内の菓子メーカー等への業務

用販売、インターネット等による通信販売を行
うことで農業経営の改善を図る。

株式会社 田中屋
（山形県飯豊町） http://www.iide-tanakaya.com/

加工

地域の特産品である米沢牛を利用した商品の加工・販売

◆認定事業の概要
いままで活用されなかった内臓系も使用した

米沢牛の肉まん、肉団子を開発・生産、既存の
加工食品を含む冷凍食品の技術検討と施設整備
による冷凍食品製造技術を確立し、通信販売、
実演販売を行うことにより、新たな販売ルート
を構築し経営安定化を図る。

農業生産法人 有限会社 舟形マッシュルーム
（山形県舟形町） http://www.f-mush.com/

加工

マッシュルームを利用した商品開発及び販路拡大

農事組合法人 白い森のめぐみ
（山形県小国町）

加工・直売

山菜の王国小国町の地域資源（わらび、ぜんまい）を利用した商品
の加工・販売事業

平成２３年度 第１回認定

◆認定事業の概要
マッシュルームの佃煮等の惣菜、ダイスカッ

ト水煮・冷凍、業務用スライス冷凍、デュクセ
ルソース等の商品を開発・製造を行い、水煮、
冷凍加工することで実需者の要望に応えること
で、販売量の拡大及び安定的な販路を確保し、
商談会等での販路開拓により、所得増加と国内
生産量のシェア10％を目標として生産設備の
整備を図る。

◆認定事業の概要
休耕地を活用してわらび、ぜんまい等の栽培

を行い、乾燥・塩漬けに一次加工。さらに、漬
け物、総菜等の二次加工品を商品化するととも
に、新たに直売所を設置するなど販売ルートを
構築することにより、経営の多角化・高度化を
図り、農業経営の改善を図る。

会社の全景
直売所

平成２３年度 第２回認定

加工品
乾燥ぜんまい



山形県 平成２３年度 第２回認定

冨樫 民雄
（山形鶴岡市）

加工・直売

地域の特産である茄子を利用した商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
転作田でなすを栽培し漬け物に加工、スー

パーや直売所で販売することにより、収益の増
加による農業経営の改善を図る。

山澤 清
（山形県庄内町）

加工・直売

庄内余目の在来作物であるカラシナを使った「和からし」の商品化

◆認定事業の概要
在来作物のカラシナを使った「和からし」の

製造方法を確立し、特産品として全国への情報
発信と販路拡大を図り、余目跡村地区のカラシ
ナを復活させる。

さとう農園 株式会社
（山形県山形市） http://www.satou-nouen.co.jp/

加工・直売

山形名物「芋煮」の主役である里芋の生産・加工・直接販売事業

株式会社 ジオンジファーム
（山形県寒河江市） http://jionjifarm.co.jp/

加工・直売

にんにくを活用した加工商品の改良及び新商品の開発・販売促進事
業

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社で生産する里芋を使用した加工品として、

１年間保存可能な里芋のレトルト商品の開発に
取り組み、年間を通じて需要が見込める飲食店
事業者向けに製造・販売する。また一般消費者
向けには、芋煮のレトルト商品の開発・製造・
販売を行うとともに、直接販売ルートの充実を
図る。

◆認定事業の概要
にんにくの生産、出荷の過程で出る規格外品

を活用した加工品（にんにく味噌、焼肉のた
れ）の常温保存可能な製品として商品化、量産
化に向けて改良を行うとともに、また新たな加
工商品「にんにくドレッシング」を開発・販売
することにより、農業経営の基盤強化を図る。

焼肉のたれ

なす漬け
加工施設

里芋の加工場



山形県 平成２３年度 第３回認定

農業生産法人 有限会社 新庄最上有機農業者協会
（山形県鮭川村） http://yuuki100.com/加工・直売

最上の豊かな自然の中で、耕作放棄地・減反農地を利活用し生産し
たハト麦と薬草を原料とした健康商品の製造販売事業

◆認定事業の概要
耕作放棄地等を利用し、無農薬・無化学肥料

で生産したハト麦を原料として、ハト麦茶、ハ
ト麦ヨイクニンを製造・販売するとともに、薬
草「大和当帰」の苗を協力農家に供給し、地域
全体で本格的生産に取り組み、生薬原料として
漢方会社等に販売することで、地域の活性化に
つなげる。

有限会社 ドリームズファーム
（山形県鶴岡市） http://www.umakamesi.com/

加工・直売

低カロリーご飯及び冷凍ご飯の開発と販路の拡大事業

◆認定事業の概要
自社生産の米を利用して、米飯加工として低

カロリーご飯や、炊き込みご飯（冷凍製品）を
新商品として開発・生産・販売に取り組む。

株式会社 モス山形
（山形県山形市） http://www.mos-yamagata.com/

加工・直売

耕作放棄地を利用し、栽培したコケを使った個人向け緑化商品の開
発と販路開拓事業

山川 正信
（山形県大江町）

加工・直売・
レストラン

自家栽培のこだわりトマトを利用した商品開発と販路開拓及び農家
カフェを開設し料理の提供

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
耕作放棄地を利用してコケの栽培を行い、個

人の趣向に合わせて屋内外で楽しむことのでき
る、コケを使った一般個人向け緑化商品として、
コケトピアリーキット（コケを張り付けて形づ
くられた置物や飾り物)、コケ盆栽キット、コ
ケタペストリー等の新商品を開発し、新たな市
場と販路を確保することで経営の安定化を図る。

◆認定事業の概要
トマトの生産、出荷の過程で出る規格外品を

活用したトマトの１次加工品を製造・販売する
とともに、農家カフェを開設し、トマトの１次
加工品と自家製野菜を使った料理メニューを提
供することにより、収益向上と農業経営の改善
を図る

トマトを使ったメニュー

栽培施設 米飯加工施設

コケトピアリーキット



山形県 平成２３年度 第３回認定

株式会社 月山じょいふるふぁーむ
（山形県西川町）ttp://www.geocities.jp/nisikawawoodyfarm/

加工・直売

月山ブランド眠れる地域資源商品の開発と販路拡大事業

◆認定事業の概要
山の果実「こくわ」を原料とした手作り石け

んを製造・販売したり、間伐材を活用して燃料
用薪として販売するなど、眠れる地域の資源、
生産物を活かした新商品開発に取り組み、生産
物の付加価値向上による農業収益の向上を図る
とともに、地域の活性化につなげる。

株式会社 アグリパークＺＡＯ
（山形県上山市） http://agrizao.co.jp/

加工・直売

地域の在来野菜である蔵王かぼちゃを活用したスープ缶詰の製造・
販売

◆認定事業の概要
地域在来野菜の「蔵王かぼちゃ」の栽培に取

り組み、そのかぼちゃを原材料としたかぼちゃ
スープ缶詰の開発・販売に取り組む。販売につ
いては、山形県内の自治体等に災害備蓄用とし
て提案するとともに、会員制体験農園を開設し、
その会員への販売に取り組む。

株式会社 あさあけ農場
（山形県尾花沢市）

加工・直売

小松菜などの自家製野菜と地元和牛を利用した「野菜職人がつくっ
たこだわりの餃子」の商品開発と販売事業

北村 陽子
（山形県東根市）

加工・直売

自家栽培した果物（さくらんぼ等）と野菜（きゅうり等）の規格外
品を使った加工商品の開発と販売体制の確立

平成２４年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自社で栽培する小松菜、にら、にんにく及び

地元産の和牛を原料とした餃子の開発を行い、
地元直売所のほか、県内外の百貨店やスーパー
への販路を開拓する。

◆認定事業の概要
自ら生産した果樹（さくらんぼ、りんご等）

を使用したジャム、野菜（青菜、きゅうり）の
漬物等の開発を行い、お土産品及び贈答品とし
てさくらんぼ狩り来園者等へ直接販売を行う。

会社は農場の真ん中に
蔵王かぼちゃ

こまつな餃子

８種類のジャム

平成２４年度 第１回認定



山形県 平成２４年度 第２回認定

有限会社 米シスト庄内
（山形県庄内町） http://www.beisist.co.jp/

加工・直売

自社生産米による「米粉かりんとう庄内産野菜シリーズ」の開発と
その生産技術確立及び販路拡大事業

◆認定事業の概要
自社生産の米粉と庄内産野菜のパウダー

（にんじん、ごぼう、ほうれんそう等）を使用
した「かりんとう」を開発・製造し、首都圏の
商業施設、コンビニ、大手スーパー等へ販売す
る。

農事組合法人 りぞねっと
（山形県真室川町） http://www.risonet.or.jp/

加工

美味しさ新食感！自らつくった米粉を利用したスナック菓子の加
工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の米粉を使用し、米粉スナック菓子

を開発・製造し、大手ホームセンターや都心の
スーパーへ販売する。

小国地産エネルギー研究所 株式会社
（山形県小国町）

加工・直売

再生可能エネルギー商品（籾殻）の創出による地域循環型事業の実
現

農業生産法人 有限会社 蔵王ウッディファーム
（山形県上山市） http://www.woodyfarm.com/

加工・直売

上山市の地域資源であるブドウと西洋梨を有効活用したワインの生
産と販売事業

平成２４年度 第２回認定

◆認定事業の概要
水稲の副産物である籾殻を使用し、籾殻燃料

の製造に取り組むほか、籾殻をすり潰して育苗
培土を製造し、ホームセンターや地元の公共施
設等へ販売する。

◆認定事業の概要
自社生産のワイン専用種ぶどうを使用したワ

イン及び西洋なしを使用した発泡ワインを開
発・製造し、ワイン愛好家をターゲットに通信
販売やネット販売を行うほか、百貨店、スー
パーなどへ販売する。

米粉と庄内産野菜かりんとう 米粉スナック菓子

モミガライト（籾殻を圧縮棒状） ワインと発泡ワイン



山形県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 フルーツ果乃蔵
（山形県天童市）

輸出

高級果樹シリーズのブランド化によるオンリーワン企画販売と輸出
展開プロジェクト

◆認定事業の概要
果実の付加価値アップのため組み合わせ

セットをスーパー等へ販売。また、もも、ぶど
う等の輸出に取り組み農業経営の改善を図る。

株式会社 蔵王園
（山形県山形市）

加工・直売

果樹王国ならではの安心安全やまがたブランド「ドライフルーツ
ログ」の製造販売事業

◆認定事業の概要
果実規格外品を使った新商品ドライフルーツ

ログを開発し、首都圏を中心としたスーパー等
に販売することにより経営拡大につなげる。

株式会社 白鷹農産加工研究会
（山形県白鷹町） http://www1.shirataka.or.jp/noukaken/

加工・直売・
レストラン

置賜産の農産品を原材料とした生産・加工・直販店舗の一体化
事業

皆川 博之
（山形県高畠町）

加工・直売

ザーサイを利用した新商品の加工・販路開拓

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
新たに直販店舗を設置して加工品等の販売と

飲食事業を行う。また、多品目・小ロット生産
による収益性の過小化の課題を解決するため、
大豆の付加価値商品として新たにソイバター
（大豆バター）の開発・販売を行い経営基盤の
強化を図る。

◆認定事業の概要
ザーサイの葉部を利用した漬物を開発し、既

存の漬物加工品とともに百貨店等首都圏への販
路拡大を目指す。

『 金桃 』（黄果肉桃）

ソイバー



山形県 平成２４年度 第３回認定

国立ファーム 株式会社
（山形県村山市） http://www.kf831.com/girls/

加工・直売

直売所・加工所を中核とした「山形ガールズ農場ファームパーク」
の形成

◆認定事業の概要
農場内に新たに直売所兼加工所を設置し、農

産物販売のほか、新たに漬物、お菓子を製造し、
山形ガールズ農場ブランドとして販売すること
により売り上げの拡大と利益の確保を図る。

株式会社 まいすたぁ
（山形県三川町） http://www.mistar.co.jp/

加工・直売

基幹農産物である米の加工販売による利益増大と販路拡大事業

◆認定事業の概要
玄米を使ったパック米飯の商品開発を行い、

委託及びネット販売を行うことにより、付加価
値の高い経営を行い利益が確保でき次世代につ
ながる農業を実現する。

小松原 信子
（山形県酒田市）

加工・直売

ルバーブ及びハーブの栽培と加工および販売

株式会社 産直あぐり
（山形県鶴岡市） http://www.santyokuagri.jp/

加工・直売

地域の農産物を活用した加工品の新規開発と販売事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
ルバーブ及びハーブを使った加工品を開発し、

地域イベントでの直接販売等を行い、無理のな
い農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
ラ・フランスを使った新たなジュースを開発

し、直売施設等での販売により会員の農業経営
改善、品質の向上と自社の経営安定化を図る。

レトルト米飯 はえぬき玄米

プレミアム
ラ・フランスジュース



山形県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 藤の里農場
（山形県鶴岡市）

加工・直売

やまがた地鶏の新商品開発

◆認定事業の概要
やまがた地鶏を使ったハム、モツ及びスープ

を開発、スーパーで対面販売を行うことにより、
経営全体の改善を目指す。

高橋 一郎
（山形県鶴岡市）

加工・直売

銀杏を活用した新商品開発及び販路拡大事業

◆認定事業の概要
殻むき銀杏の新商品及び、規格外銀杏を使っ

たペーストを開発し、産直施設や量販店等で販
売を行い、経営の改善と安定化を図る。

農事組合法人 いずえむ
（山形県金山町） http://www2.jan.ne.jp/~eiiti/

加工・直売

自家栽培米の米粉を使用した「たこ焼き・たい焼き」の製造販売
及び自家栽培かぶの漬物の製造販売

株式会社 最上まいたけ
（山形県鮭川村）http://www.mogami-maitake.co.jp/

加工

きのこを利用した加工品の商品開発及び販売事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
米粉を使用した「たこ焼き」、「たい焼き」

を開発・製造、小型店舗を設置し対面販売を行
う。また、かぶの漬物の商品開発を行い、生協
等への販売のほか、小型店舗での販売を行い農
業所得の向上を図る。

◆認定事業の概要
きのこを利用したレトルトおこわ、佃煮を開

発し、ギフトや卸売等の販売を行うことにより
経営規模 の拡大・改善につなげる。

銀杏の木と高橋氏

レトルト舞茸おこわ

やまがた地鶏 セット

米粉たこ焼き



山形県 平成２４年度 第３回認定

高橋 広一
（山形県新庄市）

加工・直売

地元産の在来種米“さわのはな”を原料とする米粉麺の開発と販売事
業

◆認定事業の概要
「さわのはな」の米粉を使用した新たな麺を

開発し、新庄発のＢ級グルメ商品として、飲食
店や家庭向け直販を行うことで農業生産高の
アップと所得向上につなげる。

農業生産法人 有限会社 酒井ワイナリー
（山形県南陽市） http://www.sakai-winery.jp/

加工・直売

希少品種スパークリングワインとぶどう園で放牧する羊や山羊を
利用した加工品の製造・販売

◆認定事業の概要
商品のバラエティー化を図るため、希少品種

を用いたスパークリングワインを新たに製造す
る。また、園地除草の省力化のため羊や山羊を
放牧し、新たに羊肉加工品、山羊乳チーズの商
品開発を行い、ぶどうと畜産の一体的な取組に
より、経営の多角化と所得の向上を図る。

株式会社 高橋フルーツランド
（山形県上山市）

加工・直売

ラ・フランス、さくらんぼ、ぶどう、紅干し柿の加工品の生産・販
売

有限会社 沼田屋
（山形県南陽市） http://m-numataya.com/

加工・直売

きのこを利用した加工品の商品開発及び販売事業

平成２５年度 第１回認定

◆認定事業の概要
観光農園を行っている自園のラ・フランス、

さくらんぼ、ぶどう、柿を原料とした焼きタル
トやシロップ漬けなどの加工品を製造・販売す
ることにより、収入の安定を図る。

◆認定事業の概要
従来、資源として利用されてこなかった針葉

樹間伐材を用いた針葉樹炭を消臭剤として開発、
製造、販売し、間伐材の新たな需要を創造する
ことで、所得の向上を目指す。

スパーリングワイン等（店舗）米粉商品 「にゃ～めん」

直売所 ＆ カフェ



山形県 平成２５年度 第１回認定

櫻井 久吉
（山形県南陽市）

加工・直売

さくらんぼと食用菊「もってのほか」の乾燥加工品の生産・販売

◆認定事業の概要
自ら生産するさくらんぼ及び食用菊を用いて、

加工品（ドライフルーツ、乾燥菊）を製造し、
インターネットを活用した直売と卸売販売する
ことにより、農業所得の向上を図る。

有限会社 米作
（山形県鶴岡市） http://yonesaku.co.jp/

加工・直売

「月山山麓農場」の野菜作物を用いた商品開発・販路拡大事業

◆認定事業の概要
自社生産のかぼちゃ及びにんじんのカット

品・ペースト品、行者にんにくの乾燥粉末、ヨ
モギ加工品を製造し、業務用卸販売に取り組む
ことにより、経営体質の強化と農業所得の向上
を図る。

有限会社 アサイ
（山形県尾花沢市）

加工・直売

自社で肥育した尾花沢牛を利用した食肉加工品の開発と販売事業

農業生産法人 合同会社 自然屋作兵衛
（山形県尾花沢市）

加工・直売

枝豆・そばの生チョコレートや米糠バターなどのペースト加工品の
製造販売事業

平成２５年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自社で肥育した牛肉を利用した加工品（煮込

みハンバーグ、コロッケ、メンチなど）を製造
し、消費者直接販売等に取り組むことで付加価
値を取り込み農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自社生産の枝豆、そば、米を原料とした加工

品（ずんだ生チョコレート、そば生チョコレー
ト、米ぬかバター）の製造し、直売所を設置し
て販売等に取り組むことにより、付加価値を取
り込むことで農業経営の改善を図る。

月山山麓農場
果味ごごちさくらんぼ

メンチカツ
６種の生チョコ

「チョコットサラダ」



山形県 平成２５年度 第２回認定

かねやま旬菜倶楽部 企業組合
（山形県金山町）

加工・直売

金山の特産品を利用した「特製おにぎり」の開発、製造、販売事業

◆認定事業の概要
組合員の生産する大豆を原料とする味噌、ニ

ラ、ねぎ等を具材とし、地域独自の料理方法で
あるたたきを活用した特製おにぎりを製造し、
インショップ産直に取り組むことにより経営基
盤の強化及び構成員の農業経営の改善に寄与す
る。

農事組合法人 村木沢あじさい営農組合
（山形県山形市） http://murakisawa-ajisai.or.jp/

加工・直売

伝統野菜“悪戸芋”の加工品開発と販売による地域ブランドの創生

◆認定事業の概要
自ら生産する伝統野菜「悪戸芋」（里芋）を

活用し、冷凍品とスナック菓子を開発、製造し、
直売及び卸売に取り組むことにより、地域ブラ
ンドを創生し、農業経営の改善を図る。

小座間 朝子
（山形県天童市）

加工・直売

自家栽培の果物を利用した「ゼリー・ジャム」の加工・販売と観光
果樹園の開設

丸松農園 株式会社
（山形県寒河江市） http://www.e-marumatsu.net/

加工・直売

山形県産の果物や野菜を利用した加工品開発と販売事業

平成２５年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自ら生産するりんご、ラ・フランスを利用し

た加工品（ゼリー、ジャム）を開発、製造し、
開設する観光果樹園内に直売所を整備して販売
することにより、農業経営を発展させ収益の拡
大を目指す。

◆認定事業の概要
自社生産のさくらんぼや桃、枝豆などを利用

した加工品（ジュース、ずんだ）を製造し、グ
ループ会社及び直売所で販売することにより、
農業経営の収益改善を図る。

悪戸芋（里芋）

ゼリーセット
（りんご、ラ・フランス）

ラ・フランスと芳賀氏

平成２５年度 第３回認定



山形県 平成２５年度 第３回認定

有限会社 敬友農場
（山形県東根市） http://www.ku-farm.jp/

加工

当社オリジナル「山形敬友農場金華豚」加工商品開発・ブランディ
ング事業

◆認定事業の概要
自社生産の豚肉を使用した加工品（ハム、ウ

インナー等）を開発し、百貨店等への販路開拓
に取り組むことにより、農場のブランド化及び
経営拡大を図る。

太陽農場
（山形県鶴岡市）

加工・直売

「庄内柿」を利用した新たな加工品の商品開発と販路開拓事業

◆認定事業の概要
自ら生産する柿を利用した加工品（冷凍柿、

干し柿）を製造し、地元温泉施設や首都圏向け
に新たな販売ルートを開拓することで、所得の
向上を図り農業経営の改善を目指す。

株式会社 エヌシップ
（山形県金山町）

加工・直売

自社栽培野菜を活用した加工･販路開拓事業

西塚 則夫
（山形県尾花沢市）

加工・直売

自家生産した大根とキクイモの加工品開発と自営直売所等での販売
事業

平成２５年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産の野菜（紫キャベツ、ニンジン等）

を利用した加工品（ジェラート、ピクルス）を
開発し、観光土産や贈答用向けなど新たな販売
ルートを開拓することで、付加価値を高め、農
業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自ら生産した地域ブランド大根「六沢大根」

及びキクイモを使用した加工品（漬物、乾燥野
菜、菓子）を開発し、直売等に取り組むことで、
付加価値を取り込み、農業経営の安定収益確保
を実現し経営の改善を図る。

金華豚

平成２６年度 第１回認定

六沢大根屋



山形県 平成２６年度 第１回認定

株式会社 高畠後藤屋農園
（山形県高畠町）

加工・直売

スイートバジルやトマトを利用した新商品開発及び販路開拓事業

◆認定事業の概要
自社生産のバジル、トマト等の野菜を使用し

た加工品（バジルソース、ジェノベーゼソース、
トマトピクルス）を開発、製造し、直売及び卸
売することで収益性の確保と農業経営の安定を
図る。

エヌ・Ｋファーム 株式会社
（山形県鶴岡市）

加工

「柿の芽茶」・「干し柿チップス」の新商品開発及びブランド化事
業

◆認定事業の概要
構成員及び近隣農家が生産した柿及び柿の葉

を使用した加工品（干し柿チップス、柿の芽
茶）を製造し、既存取引先等に販売することで、
安定した収益を確保し経営の改善を図るととも
に、柿農家の農業経営の改善に寄与する。

株式会社 和壌
（山形県鮭川村）

加工・直売

自家生産した食用ほおずき等を活用した加工品の製造・販売事業

農業生産法人 有限会社 舟形マッシュルーム
（山形県舟形町） http://www.f-mush.com/

加工・直売

新加工法を用いた乾燥マッシュルームチップの商品開発に関わる事
業

平成２６年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自社生産の食用ほおずき、トマト、いちごを

使用した加工品（ピュレ、カットトマト）を製
造し、既存取引先を基本とした高付加価値商品
の販売に取り組むことで、農業経営の改善を図
る。

◆認定事業の概要
自社生産のマッシュルームを活用した加工品

（乾燥マッシュルームチップ）を製造し、高付
加価値な商品として販売することで、農業経営
の安定化を図る。

バジル栽培

平成２６年度 第２回認定

マッシュルーム加工品

加工商品

スープ・ドレッシング・ジャム



山形県 平成２６年度 第２回認定

農事組合法人 ライジングファーム
（山形県新庄市）

加工

地域特産品のブナシメジを利用した加工品生産販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のブナシメジを利用した加工品（水

煮、惣菜）を製造するとともに、新たな販売
ルートを構築することによって、新たな事業を
創出し経営に付加価値を取り込むことで経営の
改善を図る。

株式会社 やまがたさくらんぼファーム
（山形県天童市）

加工・直売

さくらんぼを活用した加工商品開発と販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のさくらんぼを利用した加工品（リ

キュール、ソフトクリーム）を開発、販売する
ことで、事業拡大、経営の高度化・安定化を図
り、農業経営の改善を図る。

有限会社 旭商
（山形県村山市）

加工・直売・
レストラン

めん羊肉と山ぶどうを活用した商品開発及び農家レストラン事業

漆山果樹園 漆山 和志
（山形県南陽市）

加工・直売・
レストラン

国産ぶどうを使用したラムレーズンアイスの商品開発・販売事業

平成２６年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社飼育の緬羊肉と構成員が生産した山ぶど

うを使用した新商品（山ぶどう漬けジンギスカ
ン）及びレストランメニュー（山ぶどう漬けジ
ンギスカン定食、ハンバーグ、ヒレ肉ステーキ
等）を開発し、販売・提供することにより、農
業所得を向上することで経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自ら生産したぶどうを原料に、試食で提供し

好評だった自家製レーズンをベースとした新商
品（ラムレーズンアイス）を製造し、果樹園に
併設のカフェや近隣の道の駅、産直施設等で販
売を行い、収入拡大と農業経営の改善を図る。

ブナシメジ

平成２７年度 第１回認定

カフェ

さくらんぼリキュール



山形県 平成２７年度 第１回認定

鍋倉 康治
（山形県山形市）

加工・直売・
レストラン

ステビア農法による自家製野菜を活用した直売所・農家レストラン
展開事業

◆認定事業の概要
独自に研究した農法で生産した自家製野菜を

原料に新商品（炊き込みご飯、単品おかず、サ
ラダ、漬物、トマトピューレ等）を製造し、市
街地の立地条件を活かした農家レストラン兼直
売所での販売及び高齢者向けの炊き込みご飯、
サラダの宅配を行い、収益向上、経営基盤の強
化及び雇用の拡大を図る。

鈴木 茂
（山形県大江町）

加工・直売

大江町に古くから伝わる「山の恵の三役果実酢」シリーズ（山葡
萄・マタタビ・サルナシ）の果実酢の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家生産の山葡萄、マタタビ、サルナシを原

料に、健康志向の方を対象として静置発酵法に
よる長期熟成の果実酢の開発・製造を行い、地
元のデパート、酒卸問屋等に販売し、果実の付
加価値化による所得の向上と地域ブランド化を
目指す。

井上農場 井上 馨
（山形県鶴岡市）

加工・直売

米（つや姫）、トマト、小松菜を活用した、プレミアムシリアルと
離乳スイーツの開発及び販売

株式会社 ライズ・イン
（山形県鶴岡市）

加工・直売

自社生産のミネラル栽培による米の少量パックとまるもちの新商品
の製造・販売

平成２８年 ２月認定

◆認定事業の概要
自家生産の特別栽培米「つや姫」とトマト・

小松菜の規格外品を用いたプレミアムシリアル
「ライスグラノーラ」と、特別栽培米「つや
姫」を用いた離乳スイーツ「さいしょのお米」
を開発し、百貨店のイベント出店等での販売や
顧客への販売等を行い、米の付加価値化と規格
外品の活用により、所得の向上と雇用の創出を
図る。

◆認定事業の概要
自社生産の米を用いて精米の少量パック、か

わりごはんセット、まるもちを開発し、精米の
少量パックは冠婚葬祭や企業の販促品向けとし
て販売、まるもちは百貨店等への販売やネット
販売を行うことにより、所得の向上と雇用の創
出を図る。

バイキングメニュー

平成２８年 ３月認定

かわりごはんセット

サルナシ

平成２７年度１１月認定

ライスグラノーラ



山形県 平成２８年 ５月認定

株式会社 山田鶏卵
（山形県米沢市）

レストラン

自社農場で生産した卵を用いた「ウフウフ・エッグパフ」の開発・
販売事業

◆認定事業の概要
自社農場で生産する鶏卵を用いて、新商品

（香港風ワッフルをベースにした菓子）を開発
し、新設する鶏舎型ショピングハウス内のパー
ラーで販売することにより、所得の向上と雇用
の創出を図る。

株式会社 なごみ農産
（山形県天童市）

加工・直売

国産飼料100%牛（和の奏）を中心とした精肉の販売事業

◆認定事業の概要
自社の国産飼料100%で肥育した黒毛和牛

「和の奏」を精肉加工し、新たに整備する精肉
店で直接販売及びインターネット販売を行うこ
とにより、所得の向上と雇用の創出を図る。

松田農園 松田 信朋
（山形県上山市）

加工・直売

地域の歴史ある特産品「紅柿」を原料とした紅柿の干し柿のしそ巻
きの開発・販売

平成２８年１１月認定

◆認定事業の概要
自家産の希少品種「紅柿」を用いた、紅柿の

干し柿のしそ巻きと消費者が求めやすい内容量
の紅柿の干し柿及びそれぞれを組み合わせた
セット商品を開発し、自家直売所での販売や温
泉旅館等での販売に加え、セット商品は「ふる
さと納税」の返礼品として販売することにより、
所得の向上と伝統地域素材ブランドの土産商品
の確立を目指す。

ウフウフエッグパフ 直営精肉店と「和の奏」

「紅日和」

株式会社 産直あぐり
（山形県鶴岡市）

加工・直売

庄内産のさくらんぼ・みょうが・庄内柿を活用したドレッシングの
開発・製造・販売事業

平成３０年１２月認定

◆認定事業の概要
会員が生産したさくらんぼ、みょうが、庄

内柿を原料にドレッシングを開発・製造し、自
社直売所販売、量販店、スーパー、レストラン
等への卸売及びネット販売を行い、所得の向上
と経営改善を図る。



山形県 平成３１年 ２月認定

大沼養蜂 大沼 有一
（山形県真室川町）

加工・直売

蜂蜜を活用した新商品開発と販路拡大

◆認定事業の概要
自社で採蜜した蜂蜜を使ってミード(はちみ

つ酒)を造り、ミードを活用したリキュールと
ミードケーキを開発し、祭事向けに地元のホテ
ル等への販売やネット販売、マルシェや物産市
に出展し販路拡大と所得向上を図る。

株式会社 サクセス・トレード
（山形県尾花沢市）

加工・直売

健康志向食品として人気が高まる「えごま」を有効活用した新商品
開発と販路拡大

◆認定事業の概要
えごまの搾油残渣を有効活用した商品開発

及びえごまの栽培過程で摘芯した葉と茎を活用
した商品開発を行い、商品バリエーションの多
様化、収益力向上・経営改善を図るとともに、
尾花沢をえごまの産地として盛り上げる。

令和元年１２月認定

株式会社 ベルウッドヴィンヤード
（山形県山形市）

加工・直売

独自改良したキャノピーマネジメントによる高品質ぶどうを原料と
したワイン製造・販売事業

令和２年３月認定

◆認定事業の概要
自社ワイナリーを整備し、独自の栽培管理

（キャノピーマネジメント等）により生産した
ぶどうを原料に、これまでの経験で培った醸造
技術により高品質のワイン醸造を目指す。また、
地域の農家と連携して自社栽培と同品質のぶど
うの提供を受けることで、高品質なワインの価
値の向上と農家所得の向上を図る。
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