
【桑折町】
①感謝農園平井株式会社

【会津若松市】
①株式会社会津畜産
①アグリピュアハウス
①株式会社上馬渡夢農場
①有限会社紙屋商店
①有限会社すとう農産
①有限会社ハニー松本
①株式会社山内果樹園
②オーチャード斉藤株式会社

【猪苗代町】
①株式会社国際米流通センター
③有限会社花雅

【喜多方市】
①株式会社エガワコントラクター
①農業生産法人有限会社大和川ファーム
①瓜生 和徳
②渡部 彰
①株式会社福島農場

【郡山市】
②株式会社エコファームジャパン
➀ベリーズパーク郡山 城 清里仲

【福島市】
②田村 政雄
①株式会社オブリガード
①株式会社フルーツのいとう園
▲医療人ネットワーク合同会社

【伊達市】
①有限会社岡崎
②有限会社伊達水蜜園【会津坂下町】

①農業生産法人有限会社フローライシダ
①農業生産法人有限会社会津みずほ農場
②角田 藤江

（令和３年８月末現在）

【鮫川村】
①農業生産法人株式会社山燕庵

【棚倉町】
①東日本薬草合同会社

【須賀川市】
③有限会社イワセファーム

【川俣町】
■ベルグ福島株式会社

【二本松市】
④二本松農園
①ふくしま農家の夢ワイン株式会社

【田村市】
①稲福 和之

【本宮市】
①御稲プライマル株式会社

会津坂下町
湯川村

本宮市

三春町

鏡石町

中島村
泉崎村

矢吹町

福島市
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いわき市白河市
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伊達市
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大玉村
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桧枝岐村

只見町

南会津町

北塩原村

西会津町 磐梯町
猪苗代町

柳津町
三島町金山町

昭和村

会津美里町

西郷村

棚倉町

矢祭町

塙町

鮫川村

石川町

玉川村平田村

浅川町 古殿町

小野町

広野町

楢葉町

富岡町
川内村

大熊町
双葉町

浪江町葛尾村

桑折町
国見町

新地町

飯舘村

【いわき市】
②株式会社いわき遠野らぱん
④ 株式会社かしまエコファーム

相馬双葉漁業協同組合鹿島支所
③大和田自然農園
①株式会社宇佐見興産
①農事組合法人平石野菜生産組合
■株式会社ワンダーファーム

【白河市】
②株式会社しらかわ五葉倶楽部

【石川町】
③ソマチット株式会社

【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

福島県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（43計画）



福島県 平成２３年度 第１回認定

田村 政雄
（福島県福島市）

加工・直売

エコ米を利用した加工・販売

◆認定事業の概要
農業経営改善のため、エコファーマー認定

の米を活用し、既存の商品（もち・いなり寿
司・赤飯）に加え、新たに新商品（高菜寿司・
こしょうもち・のり巻き）を販売し、販路拡大
のため、道の駅などを活用し商品の販売増を図
る。

株式会社 いわき遠野らぱん
（福島県いわき市）

加工

いわき遠野らぱん乾燥野菜開発販売事業

◆認定事業の概要
無農薬栽培の野菜を活用して、手軽に栄養

補給ができ、かつ長期保存が可能な商品を開発
し、提携する企業等へ販売することにより、農
産物に付加価値をつけ売り上げの増加を目指す。

株式会社 かしまエコファーム（福島県いわき市）
相馬双葉漁業協同組合 鹿島支所 （福島県南相馬市）

直売

低温長期保存による農産物等の付加価値創出事業

二本松農園
（福島県二本松市） http://www.farm-n.jp/

直売

安全安心、福島県産農産物の首都圏への直販ネットワーク網構築事
業

平成２３年度 第２回認定

◆認定事業の概要
農業法人、漁業法人が連携し、自ら生産し

た農産物や海産物等の保存へ氷感技術を導入す
ることにより、付加価値の創出と加工品を開発
し市場開拓することにより、収入増など経営の
安定化を図る。

◆認定事業の概要
車両による移動販売、首都圏への出店等の

直販ネットワーク網を構築するとともに、農産
物の安全性確保のため、放射能自主検査体制の
整備、農薬使用の制限や有機栽培など栽培技術
の検討等に取り組むことにより、競争力の高い
農業経営を目指す。

平成２３年度 第２回認定



福島県 平成２３年度 第３回認定

株式会社 会津畜産
（福島県会津若松市）http://www.aizu-chikusan.com/

加工・直売

会津ブランド産品である馬肉等を利用したレトルト食品並びに缶詰
等の新商品の開発・製造・販売事業

◆認定事業の概要
自社が肥育している馬肉を利用したレトルト

食品、 缶詰等を開発・製造するとともに、こ
れまで廃棄していた馬油を活用した新商品を開
発する。販売については、自社直営の直売所の
整備や馬肉の食文化が根付いている関東地域へ
の新たな販売ルートを構築し、販路拡大を図る。

アグリピュアハウス
（福島県会津若松市）

加工・直売

自家生産した会津コシヒカリを活用した高付加価値おにぎりの加
工・販売

◆認定事業の概要
自家生産のコシヒカリ（エコ米）をこれまで

の玄米出荷等に加え、「搗き立て、炊き立て、
握り立て」の手作りおにぎりの開発・製造を行
い、地元の高校や温泉旅館等を対象に販売。

株式会社 エガワコントラクター
（福島県喜多方市）

加工・直売

ナツハゼ等の栽培、商品の加工販売事業

大和田自然農園
（福島県いわき市） http://berryfarmiwaki.blog27.fc2.com/

加工・直売・
レストラン

「農園カフェ」を中心とした体験農園の集客力と販売力のアップ事
業

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自家生産のブルーベリー等を活用したジャム、

ドライフルーツなど新商品を開発するとともに、
体験型農園への集客を図るため「農園カフェ」
（トレーラーハウス）を開設し、ジェラート、
ピザ、ケーキ等を販売。

◆認定事業の概要
耕作放棄地を活用したナツハゼ（ブルーベ

リーに似た果実）を原料としたジュース及び
ペーストの加工を行い、ジュースはお酒用とし
て地ビール工場、ペーストは菓子用として地元
菓子店に販売。

なつはぜサイダー



福島県 平成２３年度 第３回認定

株式会社 上馬渡夢農場
（福島県会津若松市）

加工・直売

色彩豊かな贈答用加工餅の開発・加工・販売、並びに消費者直売を
通じた新規顧客の開拓

◆認定事業の概要
自家生産のもち米を利用し、自社の加工施設

において「贈答用加工餅」の製造・販売を行う。
具体的には、味噌、そば、よもぎ、枝豆、しそ、
梅、桜等を練り込んだ季節感や色彩に配慮した
商品を取り揃え、顧客や首都圏の消費者を対象
に販売。

有限会社 紙屋商店
（福島県会津若松市）

加工・直売

自然食品であるこんにゃくを利用した新商品の開発・販売及び遊休
耕作地を利用した蒟蒻芋の栽培事業

◆認定事業の概要
遊休農地を利用した自社生産の蒟蒻芋の生

産と、これらを原料とした新たなこんにゃく商
品（米粒状のこんにゃく、こんにゃくラーメ
ン）を開発し、通信販売やインターネット販売
を実施。

農事組合法人 株式会社 山燕庵
（福島県鮫川村） http://sanenan.com/

加工・直売

無農薬・無化学肥料（松本農法）栽培による米、野菜を利用した加
工・販売事業

有限会社 すとう農産
（福島県会津若松市） http://sutou-nousan.com/

加工・直売

乾燥・パウダー化した自家製味噌を使ったインスタントタイプのオ
フィス飲料の開発

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産の減農薬栽培米を活用した生味噌

加工に加え、新たに生味噌を二次加工（低温乾
燥・パウダー化）し、お茶やコーヒー代わりに
飲むカフェインレスの「健康系・発酵系オフィ
ス飲料」として既存の顧客やＯＬ等を対象に販
売。

◆認定事業の概要
自社生産した米、野菜を利用した加工食品

（甘酒、野菜パウダー）を開発製造し、イン
ターネット販売及び飲食店等に販売することに
より、新たな農業経営の姿を目指す。

甘酒



福島県 平成２３年度 第３回認定

有限会社 ハニー松本
（福島県会津若松市） http://matsumoto38.com/

加工・直売

会津地方のナツハゼと蜂蜜によるソース・ゼリーの開発、加工及び
販路拡大

◆認定事業の概要
ナツハゼ（ブルーベリーに似た果実）と自

社生産の蜂蜜を合わせたソース（料理、菓子類
向け）及びゼリーの商品開発を行い、首都圏の
百貨店や県内のアンテナショップ等で販売。

農業生産法人 有限会社 大和川ファーム
（福島県喜多方市）

加工・直売

米の多品種化を通じた直販の強化、ならびに酒蔵とのつながりを活
かした新たな商品開発・販路開拓

◆認定事業の概要
自社生産の酒造米とコシヒカリに加え、消

費者ニーズに対応する多様な品種を生産すると
ともに、新たに甘酒の商品開発・製造を行い、
顧客への直販やインターネット販売のほか、宅
配事業者への販路開拓を実施。

瓜生 和徳
（福島県喜多方市） http://www.n-bandai.com/

加工・直売

喜多方産コシヒカリを使った米粉ラーメン等の開発・製造・販売

渡部 彰
（福島県喜多方市）

加工

大豆を使用した地域の伝統的煮豆加工品等の開発・販売

平成２４年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自ら栽培する大豆を原材料として、大豆加

工品（煮豆惣菜）を開発し、地元ＪＡの直売所
及び生協において販売する。

◆認定事業の概要
製粉・製麺施設を整備し、自ら栽培してい

るコシヒカリを原材料に米粉ラーメン、餃子の
皮を開発製造する。販売については、地元の
ラーメン店等に販路開拓するとともにインター
ネット販売に取り組む。

４種のベリーソース 特別栽培米



福島県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 エコファームジャパン
（福島県郡山市） http://eco-farm.jp/

加工

にんにく水耕栽培による６次産業化総合事業

◆認定事業の概要
当社ブランドにんにく「芽子ニンニク」の規

格外品を原材料に、にんにく加工品「芽子熟成
黒ニンニク」（黒にんにくペースト）を開発し、
主に健康食品業界にサプリメントの原材料とし
て販路開拓に取り組む。

感謝農園平井 株式会社
（福島県桑折町）

加工・直売

自社栽培の大豆と米による味噌の製造販売

◆認定事業の概要
自社が生産する米、大豆を原材料として味噌

を製造し、販売については、消費者への直接販
売、給食センター等の販路開拓に取り組む。

株式会社 山内果樹園
（福島県会津若松市） http://www.aizu-city.net/yamauchi/

加工・直売

新商品「一口サイズのあんぽ柿」の開発・製造・販売

有限会社 岡崎
（福島県伊達市） http://okazaki-fruits.jp/

加工・直売

トマトを用いた各種トマトデザートの開発・販売によるトマト農園
ブランド「OKAZAKI｣の確立

平成２４年度 第１回認定

◆認定事業の概要
これまで会津みしらず柿の栽培で培ってきた

ノウハウを活かし、小粒で糖度の高い柿を生産
し、一口サイズの新商品「みしらずあんぽ柿」
を開発し、販売については、従来の販路（スー
パー、インターネット販売）に加え直売所を新
設して観光客等に販売する。

◆認定事業の概要
自社で生産する高糖度トマトを使用したゼ

リー、ジャム、トマトこんにゃく等の商品を開
発・製造し、既存販路に加え、インターネット
販売を行う。

平成２４年度 第２回認定

味噌



福島県 平成２４年度 第２回認定

御稲プライマル 株式会社
（福島県本宮市） http://miine.co.jp/

加工・直売

高付加価値ブレンド米販売と米粉製造内製化事業

◆認定事業の概要
従来の玄米・精米販売に加え、消費者の嗜

好に合わせたブレンド米を開発するほか、パン
用、菓子用、生地用など用途に合わせた米粉を
開発し、既存販路に加えネット販売など販路拡
大を図る。

オーチャード斉藤 株式会社
（福島県会津若松市） http://www.oyama.aizu.or.jp/

加工

会津産の会津身知らず柿と大豆を使用した、身体に優しい「きな粉
あんぽ柿」の開発

◆認定事業の概要
会津身知らず柿を加工したあんぽ柿と自ら

栽培した大豆のきな粉を組み合わせた商品を開
発、商談会等への出展を通じて首都圏を中心と
した販路の開拓を図る。

株式会社 国際米流通センター
（福島県猪苗代町） http://www.kokusaikome.jp

加工・直売

高齢者・介護施設向け「安全・安心・高栄養価味噌」の開発・製
造・販売事業

稲福 和之
（福島県田村市）

加工・直売

自家生産の農産物（黒米、えごま、ブルーベリー）を使った新商品
の開発・加工・販売事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産の米と大豆、磐梯山の伏流水を使

用し、天然醸造・長期低温熟成により食味と栄
養に優れた味噌を商品化し、主に介護施を利用
する高齢者向けに販売する。

◆認定事業の概要
黒米の甘酒・かりんとう、えごまの油・ドー

ナツ、ブルーベリーのジャム・甘酒などを新た
に商品化し、地元直売所や観光施設で販売する。
また、物産展やイベントに出展して新たな販路
を開拓する。

きな粉あんぽ柿

平成２４年度 第３回認定

料理専用米

福田みそと福天みそ



福島県 平成２４年度 第３回認定

農業生産法人 有限会社 フローライシダ
（福島県会津坂下町） http://floraishida.web.fc2.com/

加工・直売

高リコピントマトを活用した商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
リコピンが一般のトマトより２倍含有される

栽培法により生産したトマトを活用した高リコ
ピンドリンク、ソース等を開発し、健康志向の
高い消費者向け商品や業務用商品として販路開
拓を行う。

有限会社 伊達水蜜園
（福島県伊達市） http://book.geocities.jp/datesui2003/

加工

ギフト用桃とりんごを使用した高級ジュースの販売

◆認定事業の概要
既存商品と差別化したりんごジュースの新製

品と新たな桃ジュースを開発し、百貨店のお中
元お歳暮企画を中心に販売する。

株式会社 宇佐見興産
（福島県いわき市）

加工・直売

自社生産の小麦を使った「地粉うどん（生麺タイプ）」の新商品開
発・製造・販売事業

農事組合法人 平石野菜生産組合
（福島県いわき市）

加工・直売

苺を使った加工食品製造・販売事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
苺を使用した新商品（ペースト、セミドライ、

ジュース、ジェラート等）を開発し、新設する
農家カフェ等において販売することにより、農
業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自社生産小麦の全粒粉を使用した新商品「地

粉うどん」を開発することにより、経営基盤の
強化を図るとともに、通年雇用の確保、新規雇
用の創出を図る。

りんごジュース



福島県 平成２４年度 第３回認定

ふくしま農家の夢ワイン株式会社
（福島県二本松市） http://ja-jp.facebook.com/fukuyumewine

加工・直売

地域資源を活用した東和地ワインプロジェクト事業

◆認定事業の概要
地区で生産したりんご及びぶどうでワイン

を製造し、地元の農家民宿や直売所への販売を
足掛かりに、首都圏や福島県物産館等を通じた
販路の拡大により、所得の向上と地域の活性化
を図る。

株式会社 オブリガード
（福島県福島市）

加工・直売

完熟果物及びもち米を利用した加工品の開発・製造・販売事業

◆認定事業の概要
自社及び構成員が生産するさくらんぼ、も

も、りんごを利用したドライフルーツ等の加工
品及びもち加工品を製造し、インターネット等
を活用した直売及び業務用の卸販売に取り組む
ことで、所得の向上を目指す。

医療人ネットワーク 合同会社
（福島県福島市） http://iryojin.com/

加工方式開発

ふくしまシルク医療材（シルクたんぱく質創傷被覆材）の産業化事
業

株式会社 フルーツのいとう園
（福島県福島市） http://www.f-itoen.com/

加工・直売

高級種を使用した枝付干しぶどうの開発と販路開拓

平成２５年度 第１回認定（研究開発・成果利用事業計画）

◆認定事業の概要
天蚕繭から製造されるシルクフィブロインを

原材料に、既存技術では製造できない医療用創
傷被覆材の生産に資する研究開発に取り組む。

◆認定事業の概要
自社産の大粒で高級種ぶどうの巨峰・高尾・

ピオーネ・シャインマスカットの規格外品等を
枝付きのままレーズンに加工し「国産大粒高級
枝付き干しぶどう」として商品開発・製造し、
卸販売、カタログ通信販売、輸出の販売ルート
を構築することにより、商品の廃棄等の減、通
年販売可能な商品の開発等に取り組み、農業経
営の改善を図る。

シードルとワイン

平成２５年度 第２回認定

平成２５年度 第１回認定

枝付き干しぶどう



福島県 平成２５年度 第２回認定

株式会社 福島農場
（福島県喜多方市） http://www.noujyo.com/

加工・直売

自家生産した米（網目1.9mmから1.85mmまでの中米）を活用し
たケーキの製造並びに販売事業

◆認定事業の概要
自社産の米を使用したケーキを開発すると

ともに、インターネット販売、カタログ販売や
販売業者との新規取引等により新たな販路を構
築し、農業経営の改善を図る。

農業生産法人 有限会社 会津みずほ農場
（福島県会津坂下町）

加工・直売

自家生産米を利用した米粉製品の加工、販売事業

◆認定事業の概要
自社産の米を米粉にし、米粉製品（パン、

クッキー等）の開発を行う。米粉パンの具材
（餡等）には、自社産の野菜等（カボチャ、さ
つまいも、小豆）を利用。道の駅に出店し直接
販売を行うほか、地元スーパーとの直接取引を
行い、農業経営の改善を図る。

株式会社 ワンダーファーム
（福島県いわき市） http://www.wonder-farm.co.jp

加工・直売・
レストラン

サンシャイントマトを核とした生産・加工・交流施設の整備、なら
びに新商品の開発・製造・販売事業

株式会社 しらかわ五葉倶楽部
（福島県白河市） http://shirakawa-goyouclub.com/

加工

福島県白河市産農産物（植物工場を含む）による高齢者向けムース
食の製造販売事業

平成２５年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自社生産の米、しいたけ、ホウレンソウを使

用した介護食（炊き込みご飯ムース、ホウレン
ソウムース）を製造し、医療機関等に販売する
ことにより農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自社生産の野菜を活用した加工品（トマト

ピューレ、トマトジュース、トマトジャム、ド
レッシング等）を製造し、直売所等で販売する
とともに、レストランを整備し野菜料理を提供
することにより、付加価値を取り込み収益性等
を高め経営基盤の強化を目指す。

米粉パン



福島県 平成２６年度 第１回認定

有限会社イワセファーム
（福島県須賀川市）

加工・直売・
レストラン

トウモロコシ及びブルーベリーを活用した新商品開発及び農産物の
直売事業

◆認定事業の概要
自社生産のとうもろこし、ブルーベリーを

使用した加工品（トルティーヤ、ジャム、ソー
ス）を製造するとともに、農産物の直売に取り
組むことで、農業経営の改善を図る。

角田 藤江
（福島県会津坂下町）

加工

自家生産した米及び大豆を活用した加工品の商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家生産の米及び大豆を使用した加工品

（饅頭、大福、団子、クッキー）を製造、販売
することによって、農業経営に付加価値を取り
込むことで、農業経営の改善を図る。

ベルグ福島 株式会社
（福島県川俣町）

加工・直売

ワクチン苗等の野菜苗の生産・販売事業

東日本薬草 合同会社
（福島県棚倉町） http://karadani.jimdo.com/

加工・直売

菊芋とヤーコンを利用した加工・販売事業

平成２６年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自ら生産した菊芋とこれまで廃棄していた

ヤーコン芋を使用した加工品（エキス、ジュー
ス）を製造、販売することで、経営の多角化や
高度化を図り、農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
野菜苗の生産及び人工光育苗技術と植物ワ

クチン接種技術を活用した野菜苗の高付加価値
化により、収益の確保を実現するとともに、日
本農業の生産性向上に寄与する。

ブルーベリージャム

平成２６年度 第２回認定



福島県 平成２９年９月認定

ソマチット株式会社
（福島県石川町）

加工・直売・
レストラン

地場産品である農産物を活用した米ゲル加工品等の開発・製造と農
村食堂等での販売事業

◆認定事業の概要
自社及び構成員が生産する米、小麦及び野

菜等を用いて、幅広い食感の調整と低カロリー
等が特徴の米ゲル加工品（食パン、サンドイッ
チ、焼き菓子・洋生菓子、ジェラート）、マコ
モダケ料理、果実・野菜ジュースを開発し、自
社経営の農村食堂のほか、温泉旅館、飲食店等
で販売することにより、米や野菜等の付加価値
を高め、所得の向上を図る。

有限会社花雅
（福島県猪苗代町）

加工・直売・
レストラン

自社で生産する花卉を用いた加工品の開発及び「ボタニカルショッ
プ＆ティーカフェ」での直接販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の花卉を用いて、ギャザリング技法

を活用したルーティブーケ等の開発とエディブ
ルフラワーを活用した加工品（生花用、ランチ
プレート、ティーセット、軽食、ゼリー、アイ
スクリーム等）を開発し、新たに整備する「ボ
タニカルショップ＆ティーカフェ」での直接販
売と花卉卸売市場等への販売、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。

ベリーズパーク郡山 城 清里仲
（福島県郡山市） https://koriyama-blueberry.jimdofree.com/

加工・直売

ブルーベリーを中心としたベリー類摘み取り農園と加工品の開発･販
売事業

令和２年３月認定

◆認定事業の概要
ポット式養液栽培で靴も服も汚れずおしゃ

れなまま楽しめ、子供、中高年、妊産褥婦等幅
広い層への心身ケアや癒しの提供、地域交流の
場としてユニバーサルデザイン的な食べ放題の
摘み取り農園を運営するとともに、開発したベ
リーソースを楽しめるスイーツ等をキッチント
レーラーで販売して経営の安定化を図る。

https://koriyama-blueberry.jimdofree.com/
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