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【むつ市】
①、①有限会社エムケイヴィンヤード

【深浦町】
①中村 孝二
①企業組合広福丸
①株式会社白神フードサービス
■株式会社あおもり海山

【中泊町】
①有限会社ケイホットライス ②株式会社奥津軽アグリ
⑤佐藤 真哉
④合同会社イネ子の畑から
【五所川原市】
①合同会社奈良農園
①農業生産法人株式会社八千代
④有限会社小田桐産業
②合同会社金谷ファーム

【藤崎町】
①有限会社ときわねっと
④株式会社諏訪商会

【おいらせ町】
②有限会社柏崎青果【鰺ヶ沢町】

①長谷川自然牧場株式会社

【東北町】
①合同会社小川原湖農園
②東北農事組合法人
②農事組合法人青森マエダライス
①有限会社みどりの里

【青森市】
③株式会社松山ハーブ農園
①青森観光りんご園
①合同会社カシスジャムの店おおた
②株式会社山神
■株式会社エージーシー

【七戸町】
①有限会社金子ファーム
②株式会社あづま

【弘前市】
②有限会社まごころ農場
①有限会社山のりんご屋
②有限会社ゆめりんご
①農事組合法人鬼丸農園
①株式会社前田農園
①株式会社百姓堂本舗
①合同会社まっかなほんと
①株式会社コンシス
①合同会社パープルウインドウ
①合同会社秀興
②小山内 勇人
②農業生産法人株式会社ムナカタアップル
①株式会社医果同源りんご機能研究所
①有限会社エコ・ネット
■株式会社ヒロサキ

【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

（令和３年８月末現在）

【黒石市】
①株式会社青森りんごランド
①農業生産法人有限会社つがる
②有限会社石田・農園
②株式会社環境＆アグリ

【平川市】
①株式会社グリーンファーム農家蔵
①株式会社釈迦のりんご園

【南部町】
①沼畑総合ファーム
①株式会社アグリーデザイン
①なんぶ農援株式会社
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【板柳町】
①久米田 均
①長内 良蔵
①中畑 元男
①株式会社神山ファーム
①田中 一彦

【田舎館村】
①有限会社ケイエス青果

【十和田市】
①農事組合法人赤沼営農組合
①特定非営利活動法人農楽郷hibiki
②株式会社おいらせ大地
⑥漆畑畜産 漆畑善次郎
①小笠原農園 小笠原 良
② 株式会社グリーンソウル

【三沢市】
①佐々木 和枝

【新郷村】
①財団法人新郷村ふるさと活性化公社

【田子町】
①株式会社ＴＡＫＫＯ商事

【五戸町】
①農事組合法人くらいし

【三戸町】
①農業生産法人四季菜にんにく株式会社

【八戸市】
①南部桑研株式会社
▲株式会社工藤

東北町

青森県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（7３計画）

【つがる市】
①ＳＫファーム株式会社



青森県 平成２３年度 第１回認定

農事組合法人 くらいし
（青森県五戸町） http://www.harvestmarket.jp/pankoubou/

加工・直売

米、にんにく、ねぎ、やまごぼう、しゃくし菜などの農産物を利用
した加工・販売により農産物を高付加価値販売

◆認定事業の概要
ねぎ、やまうど、にんにくなどの高収益作物

の生産拡大と、県内外の食品加工業者から需要
の多い農産物の一次加工を行い付加価値の向上
と販売期間の延長を図るほか、地元の食品製造
業者や加工組織と連携し、漬け物などの商品開
発を進め、量販店へのインショップ設置など直
売により経営の安定化を図る。

有限会社 まごころ農場
（青森県弘前市） http://magokoro-tomato.com/

加工

ミニトマトと地域の特産農産物を使い、より加工度の高い自社ブラ
ンド商品と業務用の一次加工商品の開発

◆認定事業の概要
農産物の多機能加工場を設置し、これまで自社

で製造、販売してきたミニトマトジュース、ミニ
トマトジャムに加えて、地域の特色ある農産物
（毛豆（青森県内で栽培されている在来種の枝
豆）、ホウレンソウなど）を使って、更に加工度
の高い自社ブランド商品（ドレッシング、レトル
ト食品、ゼリー、ジェラート）及び業務用の１次
加工（ピューレ、パウダー）を開発する。

有限会社 山のりんご屋
（青森県弘前市）

加工・直売

りんごを使い加工度の高い商品を開発し、高い付加価値をつけイン
ターネット直販による販路拡大

有限会社 ゆめりんご
（青森県弘前市） http://yumeringo.net/

加工

りんごを使ったスイーツなどの加工品を開発・製造・販売と産直機
能の強化による販売力の向上

平成２３年度 第１回認定

◆認定事業の概要
新たに菓子類とその関連分野（りんごコー

ヒー、焼きりんごスイーツあっぷるパイ）及び
総菜類（りんご餃子、りんごカレー）」を開発
し、インターネットを活用した販売により直売
の比率を高くし、加工品の売上拡大、利益率の
向上を図ることとし、また、りんごを使った高
齢者向け食材の商品化・販売を行うことにより、
収益の改善を図る。

◆認定事業の概要
平成２１年に青森県の助成事業を活用したこ

とをきっかけに、本格的に体験型観光農業事業
を展開することとし、農園でとれる果物及び地
元農産物を活用したスイーツ、ジェラート、フ
ルーツソース等の加工商品を開発し、自社の直
売所や農園カフェにおいて通年販売を行うとと
もに、農園の食材を活用した料理メニューを開
発し、農園レストランで提供する。

しゃくし菜
ドレッシング

アップルパイ・焼き菓子



青森県 平成２３年度 第２回認定

株式会社 青森りんごランド
（青森県黒石市） http://www.ringoland.co.jp/

加工・直売

機能性素材「プロテオグリカン」を配合した新商品開発・製造

◆認定事業の概要
りんごやブルーベリー、ラズベリーの持つ機

能性に加え、機能性素材「プロテオグリカン」
を配合することで、より機能性を高めた果実ゼ
リーを商品化するとともに、直売所、通信販売、
店舗向け販売等の販路を拡大することにより、
経営の多角化・高度化を図り、農業経営の改善
を図る。

有限会社 ケイホットライス
（青森県中泊町） http://www.keihotrice.com/

加工・直売

米粉加工菓子の商品開発における授産施設との連携事業

◆認定事業の概要
米粉加工菓子の商品開発をするとともに、イ

ンターネット販売などの新たな販売ルートを構
築することにより、経営の多角化・高度化を図
り、農業経営に付加価値を取り込むことで、農
業経営の改善を図る。また、商品の開発・加工
において授産施設と連携することで、６次産業
化の取り組みが障がい者等の自立支援に協力。

農事組合法人 赤沼営農組合
（青森県十和田市）

加工・直売

もち小麦の商品化と地域ブランドの確立及び大豆加工品の促進事業

農事組合法人 鬼丸農園
（青森県弘前市） http://www.onimarunouen.com/

加工・直売

ニンニク生産、加工、販売の一貫システムによる地域活性化事業

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
もち小麦の特性を生かした各種商品開発（郷

土食である「かます餅」等）を図るとともに、
もち小麦産地のブランド化を進める。また、組
合が生産した大豆、野菜を利用した味噌、漬物
の商品化に取り組む。

◆認定事業の概要
多くの料理に合う万能調味料、にんにく加工

品「にんにくこうじたれ」を開発し、首都圏等
の外食店等に販路開拓を行う。また、将来的に
は「にんにくこうじたれ」の商品アイテム充実
に取り組む。

スノーボール

味噌・かます餅 にんにく麹たれ



青森県 平成２３年度 第３回認定

有限会社 金子ファーム
（青森県七戸町） http://www.kaneko-farm.jp/

加工・直売

オリジナルブランド牛「健育牛」と金子ファームの経営資源を活用
した新事業展開

◆認定事業の概要
オリジナルブランド牛「健育牛」を使用した、

ハンバーグ、メンチカツ等及びジャージー乳
を使用したチーズの製造を行う。また、牧場
内に工房兼売店を建設し、来場者に直接販売
を行う。

久米田 均
（青森県板柳町）

加工・直売

自家生産している米とりんごの直販による販路拡大及び、りんご加
工品の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家生産のりんごの加工品（ジュース、ドラ

イアップル等）を開発する。また、ホーム
ページ開設や冷蔵庫を活用した長期直販体制
の確立し、新たな販売方法を導入することで
経営の改善を図る。

佐藤 真哉
（青森県中泊町）

加工・直売・
輸出

トマトのジュース加工や販売開拓による経営改善事業

農業生産法人 四季菜にんにく 株式会社
（青森県三戸町） http://www.shikisai229.com/

加工・直売

にんにく自家生産量倍増とにんにく加工品の販路拡大事業

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自ら生産するトマトを原材料としてトマト

ジュース加工に取り組む。収穫時期の味の違い
を売りに、ネーミング等季節感のある商品作り
を目指す。また、トマト、米、アスパラガスを
トマトジュースの販路を活用した直売を行う。

◆認定事業の概要
現在の業務用にんにく加工品について、一般

小売り用として価格・量目・パッケージ等の規
格を変更し、NPO法人プラットホーム、コラ
ボ産学官青森支部の持つネットワークを活用し
た販路開拓を行う。

レストランNARABI



青森県 平成２３年度 第３回認定

株式会社 ＴＡＫＫＯ商事
（青森県田子町） http://www.takko-shoji.jp/

加工・直売

地域資源である田子産にんにくの販路拡大事業

◆認定事業の概要
にんにくを品質やサイズ別に分類した新商品

を開発し、高級スーパー、大手ギフト業者等に
販路を拡大する。

有限会社 つがる
（青森県黒石市） http://www.tsugaru.co.jp/

加工・直売

廃鶏を利用した新商品の開発並びに直接販売等販路拡大事業

◆認定事業の概要
廃鶏肉を利用した商品の開発並びに直売所の

設置と新たな販売ルートを構築することにより、
農業経営に付加価値を取り込み、経営の改善を
図る。

中村 孝二
（青森県深浦町）

加工・直売

ゴールドトマトの加工による地域ブランドの構築事業

合同会社 奈良農園
（青森県五所川原市） http://www.nara-nouen.com/

加工・直売

妙力米（紫黒米）やつくね芋を活用した商品開発及びトマト加工品
など多角的小規模生産者商品開発事業

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
生食でも付加価値のあるゴールドトマトの規

格外品を利用した、ジュース、ジャムの加工品
を開発し、将来的には地域ブランド化を構築す
る。

◆認定事業の概要
商標登録した妙力米を使用し開発済みの「妙

力麺」を、よりおいしい商品に改良する。
また、つくね芋を使用したお菓子、トマト加

工品（ジャム、ジュース）、自家製野菜で作っ
たドレッシングの商品開発など、小規模多角的
加工に取り組む。

黒にんにく 鶏肉Ｈｅｉｎｅ



青森県 平成２３年度 第３回認定

沼畑総合ファーム
（青森県南部町） http://www.ni-farm.jp/

加工・直売

差別化できる作物と新買う発商品の販路開拓による収益力強化事業

◆認定事業の概要
ミニトマトを使用した新商品「ミニトマト

ジュース」を開発し、既存商品とともに、ホー
ムページの活用による、ネット通販・会員への
定期個別宅配システムを構築する。また、青森
産直の会への商品供給による首都圏での販売量
拡大を図る。

株式会社 前田農園
（青森県弘前市）

加工・直売

６次産業化を活用した地域雇用事業（製造業から食産業への転換）

◆認定事業の概要
女性従業員の多い企業と連携し、新たに職場

販売用の野菜セット、りんご加工品を商品化す
る。また、にんにくの規格外品を有効利用した
加工品（にんにく調味料、黒にんにく等）を開
発し首都圏等の卸業者に直接販売に取り組む。

財団法人 新郷村ふるさと活性化公社
（青森県新郷村） http://www.marumarushingo.com/

加工・直売

生薬の薬効を利用した商品加工・販売

合同会社 イネ子の畑から
（青森県中泊町）

直売

冬野菜直売システムを活用した地域農業の活性化のための女性によ
る農業経営の安定化

平成２３年度 第３回認定

◆認定事業の概要
甘草を使用した新商品（甘草入りミネラル

ウォーター、入浴剤）を協力企業の支援を得て
開発・販売を行う。

◆認定事業の概要
冬野菜をバーニャ・カウダ用の野菜セット商

品として開発し、既存の販路を活用した首都圏
の飲食店等への販売ネットワーク構築に取り組
む。

平成２４年度 第１回認定

りこ水
ベビーリーフ



青森県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 グリーンファーム農家蔵
（青森県平川市）

加工・直売

農家蔵ブランド商品開発及び加工品製造、販売とグリーンツーリズ
ム産業推進

◆認定事業の概要
米粉及びりんご加工品等の登録商標「農家蔵

ブランド」の商品を開発し、ふるさと宅配便加
入者を拡大した販売及びグリーン・ツーリズム
事業と連携したお土産販売に取り組む。

農業生産法人 株式会社 八千代
（青森県五所川原市）

加工・直売

温泉熱利用の野菜のハウス栽培と直売所・配食サービス

◆認定事業の概要
自社で生産する野菜、りんごを使用した加工

食品を開発し、直売所及びインターネット等で
の販売並びに会員制弁当配達事業に取り組む。
また、野菜ハウス栽培について、温泉熱を利用
した低コスト栽培にも取り組む。

合同会社 小川原湖農園
（青森県東北町） http://ogawarako-noen.jp/

加工・直売

地域の特産品である、にんにくを活用した新商品の開発及び新販路
の構築による収入安定化

有限会社 柏崎青果
（青森県おいらせ町） http://www.aomori96229.jp/

加工

地域資源であるごぼう及びにんにくの販路拡大

平成２４年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自社生産しているにんにくの、140g以上の

最高級品のブランド化及び加工食品を開発し、
スーパーのインショップ、青森県内の空港及び
新幹線駅内の店舗において、お土産品、贈答品
として販売する。

◆認定事業の概要
自社の特許加工技術を活用して、新商品「黒

ごぼう」を開発し、既に構築されている「黒に
んにく」の販路等により販売に取り組む。また、
抑臭にんにくの製造・販売及び抑臭にんにくを
使用した「黒にんにくプレミアム」の商品化に
取り組み、多様化する顧客ニーズに対応する。

黒にんにく

米粉パン



青森県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 百姓堂本舗
（青森県弘前市）

加工・直売

りんごを活用した「農家製地シードル」の製造･販売

◆認定事業の概要
醸造施設を整備して、当社代表取締役でもあ

る高橋哲史が経営している髙橋農園のりんごを
原材料とした「シードル（りんご酒）」を開発
し、弘前市内のホテル、飲食店等地元重視の販
路拡大に取り組む。

合同会社 まっかなほんと
（青森県弘前市） http://www.makka-na-honto.com/

加工・直売

對馬式自然循環農法で生産したリンゴを活用した直販及び加工品開
発による生産者モデル確立事業

◆認定事業の概要
無農薬、無化学肥料により生産したりんごを

使用し、カットりんご、サプリメント商品の開
発・製造を行い、健康食品を扱う会社などに販
売するとともに、直売やネット販売を新たに導
入する。

企業組合 広福丸
（青森県深浦町） http://koufukumaru.com/

加工・直売

地元産のイカやカワハギ、小魚等を活用した加工、販売事業

有限会社 ときわねっと
（青森県藤崎町）

加工・直売

ニンニク等の生産・加工・直販体制確立による地域営農者拡大事業

平成２４年度 第２回認定

◆認定事業の概要
地元特産のヤリイカ、マイカの酒粕漬け、カ

ワハギの肝を利用した味噌、小魚を活用した煎
餅等の商品開発・製造を行い、直売所、ネット
販売に取り組む。

◆認定事業の概要
自社生産のにんにくを使用した餃子、カレー、

たれの開発・製造を行い、地元直売施設や首都
圏の消費者への直接販売を実施する。

平成２４年度 第２回認定

kimoriシードル
神々のりんご、ジュース
農薬不使用りんごジャム



青森県 平成２４年度 第２回認定

南部桑研 株式会社
（青森県八戸市） http://nanbusouken.com/

加工・直売

桑の葉の自前加工による桑茶や桑パウダーとその加工品の販売事業

◆認定事業の概要
これまで取り組んできた桑茶や桑パウダーの

製造・販売に加え、桑パウダーのスティックタ
イプ、桑パウダーを使用したうどん、そばを商
品開発し、これまでの直売、卸売に加え、ネッ
ト販売を新たに導入する。

株式会社 松山ハーブ農園
（青森県青森市）

加工・直売・
レストラン

フレッシュハーブを活用した農家レストラン及び体験収穫農園

◆認定事業の概要
自ら生産したハーブや小麦、エディブルフラ

ワーを使ったメニューを農家レストランで提供
するとともに、併設する直売所で販売する。ま
た、農園にて収穫体験を行い、グリーン・ツー
リズムを含めたレストラン運営を行う。

株式会社 釈迦のりんご園
（青森県平川市） http://www.hirofune.com/

加工・直売

広船りんごのブランド化・高付加価値加工品の製造販売事業

農業生産法人 有限会社 エムケイヴィンヤード
（青森県むつ市）加工・直売

肉用牛の生産、売買、加工、製造事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産果実の加工商品開発、りんごのブラ

ンド化及び海外輸出による販路拡大等に取り組
むことにより、経営の維持・発展を図る。

◆認定事業の概要
新たに畜産事業を開始し、肉用牛の生産、精

肉、牛肉加工商品の製造、販売までを一貫して
行うことにより、収益性を確保していく。

平成２４年度 第３回認定

桑茶（煎茶タイプ）

干しりんご「百年の想い」

まきばレストラン



青森県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 コンシス
（青森県弘前市） http://www.consis.jp/

加工・直売

毛豆を利用した商品開発及び販路拡大事業

◆認定事業の概要
青森県の在来枝豆「毛豆」の加工品開発を行

うとともに、インターネットを活用したブラン
ディング・販路開拓により新たな付加価値を創
造することで、農業経営の改善を図る。

株式会社 アグリーデザイン
（青森県南部町） http://www.agree-design.com/

加工・直売

地域の特産品である杏「八助」を利用した商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
地域特産の杏「八助」の生産拡大と規格外品

の利活用により原料の安定供給を実現し、市場
ニーズに合った新商品を開発するとともに、既
存商品とあわせた新たな販路を構築することに
より、経営の高度化を図る。

株式会社 あづま
（青森県七戸町） http://www.aduma7.com/

加工・直売

粘度を高めた新長いも「なな子」の関連商品及びもち米粉を用いた
七戸の郷土料理「けいらん」の加工・販売事業

長内 良蔵
（青森県板柳町）

加工・直売

自家生産している米とりんごの直販における販路の拡大事業及びり
んごを利用した加工商品の開発・販売事業

平成２４年度 第３回認定

◆認定事業の概要
新しい長いも「なな子」を使った加工品開発

と、もち米を使った郷土料理「けいらん」の商
品化により、経営の多角化・高度化を図るとと
もに、一層の付加価値を取り込むことで農業経
営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自ら生産する米、りんご、毛豆の直接販売先

の拡大及びドライフルーツ、りんご枝の粉砕
チップ、稲わらロールの商品化に取り組むこと
により、安定して継続できる農業経営を目指す。

平成２５年度 第１回認定

八助のしそ漬け

ドライアップル



青森県 平成２５年度 第１回認定

佐々木 和枝
（青森県三沢市）

加工・直売

米と野菜を利用した加工品の開発と直売事業

東北農事組合法人
（青森県東北町）

加工

地域特産品の「長いも」を利用した商品の加工、販売事業

平成２５年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自家生産農産物を材料としたおにぎり、弁当、

惣菜を製造し店頭販売する。また、農繁期には
地域の農業者向けに田畑まで届けるサービスを
行い、農産物に付加価値を付けて農業所得の向
上を目指すとともに、地域コミュニティの拠点
となるよう取り組む。

◆認定事業の概要
自ら生産する長いもについて、泥付きのまま

生果集荷していたものを、選別、箱詰めして販
売するとともに、「とろろ」「漬物」を製造し
て通年販売することにより、経営の多角化・高
度化を図り、農業経営の改善を図る。

ベジキッチンまいまい

中畑 元男
（青森県板柳町） http://www.harvestmarket.jp/nakahata/

加工・直売

自家生産しているりんごの直販による販路拡大及び加工品の開発・
販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産するりんごの直接販売により販路の

多角化を進めるとともに、りんごジュース、ド
ライアップルの商品化により、りんご生果のな
い夏季の売上増加につなげ、安定して継続でき
る農業経営を目指す。

株式会社 白神フードサービス
（青森県深浦町）

加工・直売

地元農水産物の生産・加工製造・販売事業

◆認定事業の概要
構成員が生産した農水産物を活用して、学校

給食、介護施設、病院、コンビニ等のニーズに
応えた魚、野菜のカット商品及びえごてんの新
商品を製造・販売し、経営の安定、多角化を図
る。



青森県 平成２５年度 第１回認定

なんぶ農援 株式会社
（青森県南部町）

加工・直売

地場産農産物を利用したカフェ＆レストラン

◆認定事業の概要
自社生産の野菜と地元農家グループが生産す

る農産物を活用したスイーツの製造及びやメ
ニューを開発し、カフェやレストランで提供す
ることにより、安定した収入を確保するととも
に域活性化に貢献する。

株式会社 工藤
（青森県八戸市） http://www.kudo-h.com/

バイオマス
技術開発

◆認定事業の概要
家畜糞尿を原料として水素を発生させ、高純

度の水素を回収できる装置を開発する。併せて、
水素回収後の残渣（炭化物）の化成肥料の原材
料への利用可能性について研究することにより、
畜産農家の畜産廃棄物の有効活用に寄与する。

青森観光りんご園
（青森県青森市） http://www6.ocn.ne.jp/~producer/

加工・直売

観光リンゴ園の多品種果物栽培による加工品製造・販売拡大事業

株式会社 神山ファーム
（青森県板柳町）

加工・直売

地域の特産品であるリンゴを利用した加工・直接販売事業

平成２５年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自ら生産した果実、野菜を活用した新商品

（セミドライフルーツ、乾燥野菜、生産物の
ペースト等）を製造・販売するとともに、農園
カフェを整備してスイーツを提供することによ
り、付加価値の増加による利益率の向上を図る。

◆認定事業の概要
自ら生産したりんごのうち良質なものを選別

し、プレミアムなりんごジュースを製造すると
ともに、販売ルートを構築することにより、農
業経営に付加価値をとりこむことで農業経営の
改善を図る。

平成２５年度 第１回認定（研究開発・成果利用事業計画）

農業廃棄物からの水素製造と残渣物の利活用

渓流の駅 奥入瀬

神玉リンゴジュース



青森県 平成２５年度 第２回認定

株式会社 諏訪商会
（青森県藤崎町） http://www.marushinsuwa.com/

直売

消費者ニーズを捉えたギフト商品開発及び生産効率向上、生産者所
得の安定化推進事業

有限会社 ケイエス青果
（青森県田舎館村） http://www.harvestmarket.jp/ks-seika/

加工・直売

生産物の生産・売上規模拡大及び黒にんにく加工商品開発販売事業

平成２５年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自社生産した希少価値の高い青系りんごをメ

インとしたギフト商品を販売する。また、蜜入
りのりんごに対する消費者ニーズを捉え、ギフ
ト商品には蜜入り、糖度保証を実施できる体制
を構築し、付加価値の高い商品開発を実現する。

◆認定事業の概要
自社生産したにんにくを活用した黒にんにく

の新商品（餃子、クッキー、焼売等）を製造・
販売するとともに、りんご及びにんにくの直売
を開始することにより、自社のみならず地域の
新たな産業創出、雇用創出に寄与する。

田中 一彦
（青森県板柳町） http://www.harvestmarket.jp/icchan/

加工・直売

自家生産しているりんごの直販における販路拡大事業及び加工品の
開発・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産したりんごを活用したりんごジュー

ス、アップルフレッシュ、カットりんごの開
発・販売に取り組むことで農業所得の向上につ
なげる。

株式会社 あおもり海山
（青森県深浦町）

加工

深浦マグロのブランド化を目的とした、冷凍・冷蔵および加工施設
整備による通年出荷体制の確立

◆認定事業の概要
構成員が漁獲したクロマグロの鮮度を生かし

た加工品を製造し、食の観光資源として県内流
通を図るとともに、首都圏への販路を開拓する
ことによって漁業経営を改善し、深浦町の雇用
を増やす。

加工・直売所
贈答用りんごジュース



青森県 平成２５年度 第２回認定

長谷川自然牧場 株式会社（青森県鰺ヶ沢町）
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hasegawasizenbokuzyou

加工・直売

自家生産の自然熟成豚の余剰肉を利用した商品の加工販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の豚肉の中で販売過程で売れ残りや

すいモモ肉、腕肉を原料とした加工商品（ハン
バーグ、チャーシュー等）を製造・販売するこ
とにより、肉の販売ロスを少なくし経営力を強
化する。

合同会社 パープルウインドウ
（青森県弘前市）http://www.masahiro-ringoen.com/

加工・直売

りんごの新商品開発による地域のモデル事業プラン

◆認定事業の概要
自社生産のりんごを活用した加工品（ジュー

ス、ネクター、ドライりんご、カットりんご）
を開発・製造し、既存の販路を中心に付加価値
のある商品を販売し、収益性の向上を目指す。

合同会社 秀興
（青森県弘前市）

加工・直売

カットりんご事業におけるリンゴ生産の活性化及び大規模外食事業
との連携による野菜の安定出荷事業

小山内 勇人
（青森県弘前市）

加工

カットりんごで安定的な農業経営プラン事業

平成２５年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産のりんごを活用してカットりんごの

開発を行うほか、新たに野菜（ねぎ、にんじん、
ごぼう、たまねぎ）生産に取り組み、業務提携
先が運営する外食店舗及び自らが整備する直売
所で販売することにより、農業経営の多角化・
安定化を図る。

◆認定事業の概要
自ら生産するりんごを活用したカットりんご

を開発し、カットりんごの生産者協議会と地域
ブランド化で連携した販売を行うことにより、
収益性の向上を図る。

平成２５年度 第３回認定

野菜ハンバーグ
豚肉味噌漬け 自社製りんごジュース



青森県 平成２５年度 第３回認定

農業生産法人 株式会社 ムナカタアップル
（青森県弘前市） http://www.harvestmarket.jp/munakata/

加工

「ムナカタアップル」のブランド構築による総合販売戦略事業

◆認定事業の概要
自社生産のりんごを活用した新商品（カット

りんご、りんごジュース）を開発し、連携する
市場のネットワークを活用した販売に取り組む
ことにより、自社りんごのブランド化による付
加価値向上を図り、所得の向上を目指す。

株式会社 医果同源りんご機能研究所
（青森県弘前市）

加工・直売

有機栽培したりんごの葉を活用した茶葉の製造・加工・販売

◆認定事業の概要
自社生産りんごの葉を使用したお茶（ペット

ボトル入）を開発し、直売、インターネット販
売、卸売に取り組むことで、複数の収益の柱を
確立することで経営の改善を図るとともに、地
域の雇用創出に寄与する。

特定非営利活動法人 農楽郷hibiki
（青森県十和田市）

加工・直売

カシスを利用した商品の加工・販売

株式会社 おいらせ大地
（青森県十和田市）

加工

根深ねぎ(長ねぎ)、葉ねぎを利用した商品の加工・販売による十和
田ねぎブランド化事業

平成２６年度 第１回認定

◆認定事業の概要
自ら生産したカシスを使用した加工品（顆粒、

ドリンク）を開発し、インターネット販売及び
委託販売等に取り組むことで、オリジナルブラ
ンド化を進めるとともに、高付加価値化を実現
することにより、障がい者の就労支援事業にお
ける農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自社生産長ねぎ、葉ねぎを利用した加工品

（カットねぎ、ねぎみそ）を製造し、飲食店等
に販売することにより、農業経営の改善と雇用
の拡大を図るとともに、地域内農業を牽引する
農業者として地域経済の活性化に寄与する。

平成２６年度 第１回認定

カシスドリンク、顆粒



青森県 平成２６年度 第２回認定

有限会社 石田・農園
（青森県黒石市）

加工・直売

自社生産大根と未利用資源である山菜を活用した商品開発・販売事
業

有限会社 小田桐産業
（青森県五所川原市）

直売

青森県産馬肉のブランド産地化とインターネット販売による市場拡
大

平成２６年度 第２回認定

◆認定事業の概要
自社生産した大根及び山菜の加工品（カッ

ト大根、大根おろし、山菜水煮）を製造する
とともに、新たな販売ルートを構築すること
により、売上高及び収益率を向上させること
で、農業経営の改善を図る。

◆認定事業の概要
自社生産の馬肉精肉のインターネット販売に

取り組むことにより、広域的な顧客を獲得する
ことで、販売量を安定させ畜産経営の改善を図
る。

合同会社 カシスジャムの店 おおた
（青森県青森市）

加工・直売

地域資源である青森カシスの新加工品開発及び販路開拓

◆認定事業の概要
自社で生産するカシスの加工品（カシス生

キャラメル、カシスアイス、カシスジュース）
を製造・販売することにより、新たな事業を創
出し、農業経営に付加価値を取り組むことで、
農業経営の改善を図る。

株式会社 山神
（青森県青森市）

加工

ホタテを活用した商品開発及び品質管理の高度化事業

◆認定事業の概要
自社養殖ホタテを利用した加工品（フライホ

タテ）を製造・販売するとともに、品質管理の
高度化に取り組むことにより、漁業経営に付加
価値を取り込み経営の改善を図る。

カシス生キャラメル

漁師のほたてフライ

大根出荷作業



青森県 平成２６年度 第２回認定

農事組合法人 青森マエダライス
（青森県東北町）

加工

飼料用米「みなゆたか」を利用した稲ソフトグレインサイレージの
加工・販売事業

◆認定事業の概要
当法人が生産する飼料用米を利用して、従来

の飼料用米と比べ大幅な低コストが図られるほ
か、飼料用とうもろこしの代替可能な飼料とし
て、付加価値の高い「稲ソフトグレインサイ
レージ」を製造・販売に取り組むことにより、
収益性の向上と雇用創出を目指す。

有限会社 みどりの里
（青森県東北町）

加工・直売

ハーブ、トマト、ニンニクを利用した加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のハーブ、トマト、ニンニクを活用

した加工品（ドレッシングの素、ドライトマト、
黒にんにく）を製造し、インターネットを中心
に既存の販売ルートの拡大することにより、新
たな事業と雇用の場を創出し、経営の多角化・
高度化を図ることで、農業経営の改善に取り組
む。

有限会社 エコ・ネット
（青森県弘前市）

加工・直売

自社生産する循環型豚肉を活用した生ハムの加工販売事業

漆畑畜産 漆畑 善次郎
（青森県十和田市）

レストラン

自社粗飼料で飼養した日本短角種牛を用いた健康志向者向け焼肉メ
ニューの提供事業

平成２６年度 第３回認定

◆認定事業の概要
自社生産豚肉を利用し試作してきた生ハムを

商品化し、全国のホテル、飲食業界等へ販売す
ることにより、高付加価値な豚肉加工品製造と
販売を新たな経営基盤の柱にすることで、農業
経営の改善を図るとともに、地域ブランド化を
目指す。

◆認定事業の概要
自家産の日本短角種牛を用いた焼肉メニュー

を開発し、新たに整備した自家経営の焼肉店で
提供する。提供する日本短角種牛は、低脂肪で
柔らかい肉質が特徴であり、自家粗飼料を活用
することにより、生産コストの低減と所得の向
上を図る。

平成２８年 ４月認定

短角牛焼肉店生ハム ギフトセット



青森県 平成２９年 ７月認定

合同会社 金谷ファーム
（青森県五所川原市）

加工

青森県産米を有効活用した「おこし」の製造・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の青森県産米（ふるい下米）を活用

して、「おこし」を開発・製造し、独自の製造
方法等によるコスト削減を図り、菓子販売業者
に販売することにより、経営の多角化と所得の
向上を図る。

ＳＫファーム 株式会社
（青森県つがる市）

加工・直売

寒冷地向きもち性大麦新品種（はねうまもち）の生産・加工・販売
事業

◆認定事業の概要
寒冷地向きのもち性大麦新品種（はねうまも

ち）の自社生産量を拡大するとともに、地域の
農業者と連携して加工用原材料を確保・低温貯
蔵して精麦商品及び精麦時に出る副産物（外皮
粉）を、消費地の販売業者と連携して通年販売
し所得向上を図る。

平成３１年 ２月認定

株式会社 環境＆アグリ
（青森県黒石市）

加工

自社生産りんごの生産・出荷体制構築による商品価値向上を図り、
規格外りんごを活用した新商品の製造・販売事業

有限会社 エムケイヴィンヤード
（青森県むつ市）

加工・直売

健康志向に即し、自社生産した日本短角種の精肉販売及び精肉加工
品の製造・販売事業

平成３１年 ３月認定

◆認定事業の概要
赤身で脂肪が少ない健康志向に即した日本短

角種を繁殖から肥育まで一貫して行い、精肉
（ステーキ用、すき焼き用）及び牛肉加工食品
（ハンバーグ、ビーフカレー等）の開発・製造
を行うとともに、ふるさと納税返礼品や当社グ
ループ関連会社への販売及びインターネット販
売を行って所得向上を図る。

◆認定事業の概要
自社のりんご栽培面積を拡大し、近隣のりん

ご生産者等と連携して出荷量を拡大するととも
に、荷さばき作業の合理化及び調整・保管等の
高度化で出荷りんごの高品質化や規格外品等を
活用した加工品開発を行って、売上高増加と利
益率向上を目指す。



令和３年 ８月認定

小笠原農園 小笠原 良
（青森県十和田市）

加工・直売

米生産から収益性の高いにんにく栽培へ転換し、自社生産にんにく
を活用した黒にんにくの製造・販売事業

◆認定事業の概要
水稲栽培から高収益が期待されるにんにく

栽培に転換するとともに、規模拡大して経営
改善を図る。新商品は個包装で手を汚さずに
食べられる商品を開発・製造し、卸売販売、
小売販売及びネット販売を行って所得向上を
図る。

株式会社 奥津軽アグリ
（青森県中泊町）

加工

野菜作の一部をにんにくに転換し、農福連携の取り組みによるにん
にく加工品製造・販売事業

◆認定事業の概要
野菜からにんにくに作付転換し、生果で販

売するとともに、地域の就労支援施設と連携し、
そのまま使用できるむきにんにくとして販売す
ることで収益の向上と年間を通した雇用の安定
並びに地域の障がい者福祉に貢献する。

令和元年１２月認定

株式会社 グリーンソウル
（青森県十和田市）

加工

業務用需要に対応したカットごぼう等の一次加工品の製造・供給

◆認定事業の概要
規格外品の価値を高め、販路拡大と所得向

上を図るため、新たに業務用需要に対応した
カットごぼう等の一次加工品の製造・供給を
行う。このことにより、規格外品の有効利用
による食品ロスの削減や地域における新規雇
用にも寄与する。

青森県 平成３１年 ３月認定



【二戸市】
①大西ファーム株式会社
②恵農産株式会社
①権七園

【奥州市】
①阿部自然農園
①株式会社網代農園
■株式会社岩手ファーマーズミート

【一関市】
①有限会社ビービーシーフォレスト
①藤沢ラズベリーファーム有限会社

【八幡平市】
①WILD GRAPE FARM 八幡平山ぶどう農園

【北上市】
①農事組合法人さらき

【雫石町】
⑥黒沢 菜穂子
①松原農場 松原久美

【西和賀町>
①株式会社西和賀産業公社
①やまに農産株式会社
②農事組合法人銀河の里沢
①株式会社湯田牛乳公社
①いわてにしわが南部かしわプロジェクト株式会社

【遠野市】
①株式会社遠野牧場
①NPO法人遠野まごころネット
①農事組合法人宮守川上流生産組合
➀農事組合法人宮守川上流生産組合

【金ヶ崎町】
②農事組合法人SUファーム長志田

【滝沢市】
①東北エンジニアリング株式会社

【洋野町】
■株式会社おおのミルク工房
①株式会社長根商店

【久慈市】
①有限会社総合農舎山形村
①舘石会
■久慈バイオマスエネルギー株式会社

【葛巻町】
③くずまき乳製品加工研究会

【岩泉町】
①有限会社早野商店、株式会社銀河農園

【紫波町】
①農事組合法人赤沢農産物直売組合
①手作り工房きくぱん
①株式会社高橋農園
①有限会社髙橋農産
①株式会社紫波フルーツパーク
①合同会社アグリコラボサークル

【花巻市】
①高松農業・農村振興協議会
①有限会社菅原ぶどう園
①田中園芸
①東和こなっこ加工組合
①高橋葡萄園
④有限会社及川フラグリーン
①社会福祉法人悠和会
▲株式会社Ｔ＆Ｇバイオナーサリー

（令和３年８月末現在）

盛岡市

宮古市

大船渡市

花巻市

北上市

遠野市

一関市

陸前高田市

釜石市

八幡平市

奥州市

雫石町

葛巻町
岩手町

滝沢市

紫波町

矢巾町

西和賀町

金ヶ崎町

平泉町

住田町

大槌町

山田町

岩泉町

田野畑村

普代村

野田村
久慈市

二戸市
軽米町

九戸村

洋野町

一戸町

【盛岡市】
①有限会社サンファーム
③株式会社バイオコクーン研究所

【矢巾町】
①３ちゃん・矢次
①農事組合法人室岡営農組合

【大船渡市】
①株式会社アマタケ
①木楽創研株式会社
②元正榮北日本水産株式会社、熊谷豊治
④社会福祉法人大洋会
■株式会社三陸リゾート
■株式会社海の幸ふるまいセンター

【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

岩手県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（5４計画）



岩手県 平成２３年度 第１回認定

高松農業・農村振興協議会
（岩手県花巻市）

加工・直売

米、枝豆、山の果実（ガマズミ等）を利用した地域の高齢者等人材
活用による商品の加工・販売と地域活性化

◆認定事業の概要
米、枝豆、山の果実（ガマズミ等）を利用し

て米粉、米粉加工品（がんづき、ケーキ等）、
枝豆粉、枝豆粉加工品（クッキー、ケーキ等）、
ガマズミ等のジュース、ジャム、ゼリーの商品
開発・生産し、宅配便や直売所による販売を行
う。また、商品の開発・生産において地域の人
材を活用することにより、雇用の創出と地域の
活性化につなげる。

平成２３年度 第２回認定

株式会社バイオコクーン研究所
（岩手県盛岡市）

加工

地域の特産品になりうる冬虫夏草の製造・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産した冬虫夏草の製造メーカーへの原

料供給など新たな需要を開拓することにより、
生産と販路を拡大しこれに伴う雇用拡大、地域
の養蚕業農家の活性化、農業経営の改善を図る。

農事組合法人 赤沢農産物直売組合
（岩手県紫波町）

加工・直売

市場規格外農産物を有効活用したジュース（トマト、ブドウ）及び、
トマトソース加工販売

◆認定事業の概要
これまで組合員が生産した市場規格外果実を

使い製造・販売しているぶどうジュース加工施
設を拡充し、ぶどうジュースの増産を図るとと
もに、新たにトマトジュース・ソースの開発・
製造を行い、直売のほか他の産直施設へ出品す
ることにより、農業所得の向上を目指す。

株式会社 遠野牧場
（岩手県遠野市）

加工・直売

遠野和牛の生産と肉及び加工品の製造・販売

◆認定事業の概要
(株)イトーヨーカ堂及び遠野市と連携・協力

し、遠野市内において和牛の繁殖、育成及び肥
育までを一貫生産し、食肉及び肉等加工製品を
開発・製造し(株)イトーヨーカ堂の店舗等にお
いて販売する生産方式の確立を目指す。

平成２３年度 第３回認定

ガマズミ



岩手県 平成２３年度 第３回認定

手作り工房きくぱん
（岩手県紫波町） https://kikupan.jp/

加工・直売

自家生産した野菜・豆類と地域特産品のナンブコムギ・ひとめぼれ
を利用した新商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
新たに加工施設を増設し、自ら生産する野菜

（南瓜、玉葱）、豆類と地域特産品の小麦（ナ
ンブコムギ）及び米（ひとめぼれ）を原材料と
した、新商品「おやき」を開発し、直売施設へ
の出品・販売等により、経営の多角化・高度化
及び、農業経営の改善を図り地域農産物の生産
増加を促進し、雇用創出を目指す。

くずまき乳製品加工研究会
（岩手県葛巻町）

加工・直売・
レストラン

町の特産である牛乳を生かした商品（ジェラート・ランチ）の製
造・販売事業

◆認定事業の概要
会員の牧場で生産された牛乳を使い、ジェ

ラートの商品開発と、併せて自ら生産した牛
乳・野菜を使ったランチを新たに整備する工房
で販売するとともに、ジェラートについては移
動販売車による販売を行い売り上げを伸ばすこ
とで、会員の所得向上につなげる。

有限会社 サンファーム
（岩手県盛岡市） http://sunfarm.biz/

加工・直売

ブルーベリー等を活用したオリジナル商品の開発・販売及び”旬”食
材の通年提供の実現

◆認定事業の概要
自社生産の加工向けおうとう、ブルーベリー、

りんご等を利用したジャム、乾燥りんご、コン
ポートの開発・加工と、アイスクリームやロー
ルケーキの加工委託を行うとともに、保存設備
の整備により果実の長期保存・通年供給体制を
構築し、小売店への卸の他、直売、インター
ネット通販による加工品の通年販売を行うこと
により、長期的な事業の成長を目指す。

有限会社 菅原ぶどう園
（岩手県花巻市）http://www.sugawarabudouen.sakura.ne.jp/

加工・直売

自ら栽培した安全でおいしい果実（ぶどう等）を活用した新商品開
発と販路開拓

◆認定事業の概要
ジュース加工施設を整備し、自園で栽培した

ぶどう、ブルーベリーを利用した高品質な
ジュース、無添加ジャムを開発・製造し、イン
ターネット販売など新たな販売ルートを開拓す
ることにより、収益力の強化に努め、農業経営
の改善を図る。

平成２３年度 第３回認定

かまやきベーグル



岩手県 平成２３年度 第３回認定

株式会社 高橋農園
（岩手県紫波町） http://www.takahashi-nouen.jp/

加工・直売

当社が生産した野菜を活用した加工品の開発及び自社店舗による販
売促進事業

◆認定事業の概要
自社で生産した野菜と地域特産であるナンブ

コムギを活用した新商品としてパイケーキを開
発・商品化し、農産物及び餅菓子等の加工品と
併せて直売施設での自社店舗において加工・販
売することにより、経営の多角化・高度化の実
現を目指す。

有限会社 髙橋農産
（岩手県紫波町）

加工・直売

りんごをはじめとする、自ら生産した農産物を活用して新商品の開
発及び加工・販売による経営の多角化事業

◆認定事業の概要
加工施設を整備し、自社生産のりんご、西洋

なしや野菜を使った乾燥果実・野菜などの新商
品開発と、水稲育苗時期以外に利用のないハウ
スを使いベビーリーフを生産し、関東圏の既存
顧客の他、特産品の販売店やアンテナショップ
など販路を拡大することにより、農業経営の多
角化・高度化を図り、所得の向上による経営の
改善を図る。

東北エンジニアリング株式会社
（岩手県滝沢市） http://www.te109.co.jp/

加工・直売

ニンニクの地域特産化とその加工・販売システム確立事業

◆認定事業の概要
平成22年度からりんご加工品に取り組み、生

産販売を開始、23年度から黒にんにくの生
産・研究を開始。黒にんにくの乾燥調製、加工
施設を新たに整備し、遊休農地を利用した自社
生産拡大と、周辺地域協力生産者による規模拡
大により供給体制を整え、加工品の製造・販売
により、雇用及び協力生産者の所得向上と新規
の担い手参入を促す。

株式会社 西和賀産業公社
（岩手県西和賀町） http://www.echna.ne.jp/~yudasan/

加工・直売

西和賀の山の恵み「山菜」・「きのこ」等を活かした商品開発と販
売展開

◆認定事業の概要
山菜、きのこを利用した炊き込みご飯の素、

鍋セットの開発・製造、わらび粉の量産化及び
スイーツ等の開発・製造、そばの乾燥調製施設
整備によりそば粉、そば粉加工品の開発を行い、
通信販売による販路拡大を図り、町内の農業者
や加工業者の所得拡大につなげる。

平成２３年度 第３回認定

黒にんにく



岩手県 平成２３年度 第３回認定

WILD GRAPE FARM 八幡平山ぶどう農園
（岩手県八幡平市） http://www.wildgrapefarm.com/

加工・直売

山ぶどうを活用した付加価値商品の開発及び山ぶどうジュースの販
路拡大事業

◆認定事業の概要
自園産の山ぶどうを使った新たな加工品とし

て、山ぶどうの搾汁残渣を使った山ぶどう
ティーなどの開発・商品化を行い、地元での販
売の他、ネット通販及び都内での販売を行うほ
か、自社生産のジュースに加え、近隣農家及び
久慈市産の山ぶどう果実、ジュースを買い付け、
ジュースの商品ラインナップを増やし販路拡大
を図る。

株式会社 紫波フルーツパーク
（岩手県紫波町） http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/top.html

加工・直売

県内一のぶどう産地である紫波町のワイン用専用品種ぶどうを使用
したスパークリングワインの醸造販売

◆認定事業の概要
醸造設備を整備し、市場・顧客ニーズの高い

スパークリングワインの商品開発及び販売を通
じ、「自園自醸ワイン紫波」ブランド商品の新
たな需要開拓と売上拡大を図ることで、醸造用
ワイン用品種ぶどうの栽培を増やし、自園及び
周辺地域の生産者の所得を向上させる。

株式会社Ｔ&Ｇバイオナーサリー（岩手県花巻市）
http://www.office-web.jp/TandG/pc/index.html新品種育成

温暖化に対応し、需要拡大をめざしたリンドウの新品種開発

◆認定事業の概要
温暖化等により生産の安定性に悪影響を及ぼ

していることから、バイオテクノロジーのク
ローン技術を活用し、現行の開花時期に限らな
い開花及び単色だけではないバイオカラー、ト
リカラー等複色のりんどうの新品種の開発。

大西ファーム 株式会社
（岩手県二戸市） http://onishifarm.p-kit.com/

加工・直売

自家栽培のトマトとにんにくを利用した新味覚の食品加工と販売

◆認定事業の概要
自家生産したトマト、にんにくを使用した加

工食品（ドライトマト、皮むき黒にんにく等）
を開発し、県内外のホテル、レストラン等への
卸売及びインターネット販売に取り組む。

平成２４年度 第１回認定平成２３年度 第３回認定（研究開発・成果利用事業計画）

スパークリングワイン



岩手県 平成２４年度 第１回認定

有限会社 総合農舎山形村
（岩手県久慈市） http://www.nousya.jp/

加工・直売

いわて短角牛の素牛生産の継続・拡大と生産、肥育による一貫飼養
及びいわて短角牛を利用した加工品の開発拡大

◆認定事業の概要
いわて短角牛を使用した新たな加工食品（ハ

ンバーグ、ミートボール、缶詰）を開発し、販
売については、既存の取引先である県内の百貨
店、スーパー等に販売するとともに、販路拡大
にも取り組む。

舘石会
（岩手県久慈市）

加工・直売

耕作放棄地の活用によるそばの栽培拡大と加工・販売拡大及び「豆
腐」「凍豆腐」と「まめぶ」の加工・販売

◆認定事業の概要
既存商品の手打ちそばセットについて、新た

にインターネット販売に取り組むとともに、新
たに大豆を作付して、新商品「豆腐」「凍み豆
腐」「まめぶ」を開発し、久慈市内の産直施設
及びイベント（赤そばまつり）等で販売する。

阿部自然農園
（岩手県奥州市）

加工・直売

自然栽培米を活用した新商品開発と新たな販路開拓

◆認定事業の概要
自ら栽培した米を使用した、玄米、精米及び

米粉の小分けパック品を開発し、WEBショッ
ピングサイトを開設して販路拡大に取り組む。

株式会社 アマタケ
（岩手県大船渡市） http://www.amatake.co.jp/index2.html

加工・直売

南部どり（鶏肉）の少子高齢化に対応した商品開発及び販売
多角化

◆認定事業の概要
少子高齢化に伴う消費者ニーズに対応した鶏

肉の小包装（250g、300g）及び加工食品
（トマト煮等）を開発し、既存の取引先である
スーパー以外に、インターネット及びカタログ
販売による販路拡大に取り組む。

平成２４年度 第１回認定

岩手短角牛と佐助豚の
コラボハンバーグ



岩手県 平成２４年度 第１回認定

木楽創研 株式会社
（岩手県大船渡市） http://kirakusoken.jp/

加工・直売

間伐材活用ハウスの開発と販売

◆認定事業の概要
間伐材を利用して、自社特許の施工方法によ

り農業用ハウス等に活用できる商品を開発・販
売し、震災からの産業復興等に貢献する。

田中園芸
（岩手県花巻市）

加工・直売

りんどうを中核とした新たな商品（ハンドメイドフラワー）の開発
と販路開拓及びフラワーマーケットの開設

◆認定事業の概要
りんどうを活用したハンドメイドフラワー

（一つの鉢に2種類の花を植え付けた物）を開
発し、直売所及びカタログ販売に取り組む。
また、販売促進としてフラワーアレンジメン

ト教室を開催する。

有限会社 ビービーシーフォレスト
（岩手県一関市）

加工・直売

循環資源材料を用いた省エネ型水耕栽培施設で生産した野菜及び
カット野菜の直接販売

◆認定事業の概要
水耕栽培した野菜を、新設する加工施設で製

造したカット野菜とともに、自社グループ企業
（介護センター）及び地元市場へ販売する。

やまに農産 株式会社
（岩手県西和賀町）http://www.yamani.takahashid.com/

加工・直売

「西わらび」、「カシス」を活用した新商品の開発・販売と有用植
物園の整備

◆認定事業の概要
栽培しているわらびの根茎から製造している

澱粉を利用した加工食品及びカシスを原材料と
した加工食品を開発し、町内の菓子店等への販
売及び直売に取り組む。また、有用植物園を整
備し、苗販売やお茶、入浴剤づくり体験にも取
り組む。

平成２４年度 第１回認定



岩手県 平成２４年度 第２回認定

有限会社 早野商店（岩手県岩泉町）http://i-hayano.jp/

株式会社 銀河農園（岩手県紫波町）http://www.ginga-farm.jp/
加工・直売

新しいフルーツ「食用ほおずき」の栽培拡大と「食用ほおずきドリ
ンク」など新商品の開発・販売

◆認定事業の概要
自社で生産した食用ほおずきを使用して、ド

リンク、ケーキの開発・製造を行い、デパート、
道の駅等で販売する。また、原料確保の安定化
に向け、食用ほおずきの水耕栽培を導入する。

黒沢 菜穂子
（岩手県雫石町）

レストラン

自家産の米、雫石牛などを活用したレストラン事業

◆認定事業の概要
自らが生産する米、牛肉、町内産の野菜を使

用したレストランメニューや総菜を開発し、農
家レストランを整備し提供する。

３ちゃん・矢次
（岩手県矢巾町）

加工・直売

～矢巾町の母ちゃんたちが取り組む６次産業化～
「３ちゃん味噌」の製造・販売

◆認定事業の概要
グループの構成員が栽培する米、大豆を使用

して味噌、麹、菓子等を加工・製造し、直売所
や味噌オーナー制度により販売する。

農事組合法人 銀河の里沢内
（岩手県西和賀町）

加工

きのこを活用した新たな総菜開発と販路開拓

◆認定事業の概要
自社生産の椎茸等きのこを使用した総菜、サ

ラダ、煮物等の商品開発・製造を行い、県内外
の温泉旅館へ直売するほか、百貨店等への販路
を開拓する。

平成２４年度 第２回認定

ほおずきんちゃんドリンク



岩手県 平成２４年度 第２回認定

株式会社 湯田牛乳公社
（岩手県西和賀町） http://www.yudamilk.com/

加工・直売

賞味期限延長技術を導入した「牛乳」の高付加価値化とヨーグルト、
スイーツなどの新商品開発及び販売戦略事業

◆認定事業の概要
公社の構成農家の生産する牛乳を使用し、既

存の牛乳、乳製品に加え、新たに賞味期限延長
技術による牛乳製造、新しい乳酸菌を使用した
ヨーグルト、チーズケーキ等の商品開発を行い、
生協、量販店のほか工場見学者や町内来訪者に
販売を行う。

東和こなっこ加工組合
（岩手県花巻市）

加工・直売

特別栽培米を活用した新たな米粉麺の開発と販路開拓

◆認定事業の概要
特別栽培米を使用した米粉麺（冷麺、パスタ、

きし麺等）の商品開発・製造を行い、地元飲食
店、ネット販売のほか、アンテナショップ等を
活用した首都圏への販路開拓を行う。

株式会社 おおのミルク工房
（岩手県洋野町） http://www.yumemilk.com/

加工・直売

ミルク・スウィーツ（新商品）開発および販路開拓

◆認定事業の概要
構成員の生産した原乳を使用したスイーツ

（ヨーグルト、プリン、アイスクリーム等）の
新商品を開発するとともに、生産体制の整備、
営業力強化による販路開拓などに取り組むこと
により、経営基盤の充実を目指す。

農事組合法人 室岡営農組合
（岩手県矢巾町）

加工・直売

麦・大豆の二毛作立毛間播種技術を導入し生産した大豆の加工によ
る経営改善と地域活性化

◆認定事業の概要
地域で栽培する大豆を活用して、こだわり味

噌を開発・販売するとともに、消費者向けの味
噌加工体験を行い生産者と消費者との交流を促
進する。大豆の乾燥調製の内製化とあわせて、
雇用拡大、経営の多角化・高度化を進め、農業
経営の改善を図る。

平成２４年度 第３回認定

のむヨーグルト



岩手県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 網代農園
（岩手県奥州市）

加工・直売

自社生産米の米粉を活用した商品開発及び販売事業

◆認定事業の概要
自社生産した米を活用した米粉、米粉めん等

を開発し、地域の飲食店、小売店との連携によ
る地産地消を進め、経営の多角化と農業経営の
改善を図る。

農事組合法人 ＳＵファーム長志田
（岩手県金ヶ崎町）

加工

古代米と地元野菜を活用した菓子類、漬物等の製造・販売事業

◆認定事業の概要
組合員の生産する古代米、野菜等を活用して

地域の伝統、食文化を生かした菓子類、漬物等
を開発し、生産物の付加価値向上、経営の多角
化・安定化を図り、地域活性化につなげる。

高橋葡萄園
（岩手県花巻市） http://grape.shop-pro.jp/

加工・直売

自家産ぶどうによるオリジナルワインの製造・販売

◆認定事業の概要
自家産のぶどうでオリジナルワインを製造す

るため、マイクロ・ワイナリーを創設し、原料
となるぶどうの栽培規模拡大と品質向上を図る
とともに、醸造技術を磨き、これまで培ってき
たソムリエ関係者とのネットワークを活かして
販路の拡大を目指す。

合同会社 アグリコラボサークル
（岩手県紫波町）

加工・直売

岩手県産農産物のリレー生産による安定供給と規格外野菜による加
工、直販事業

◆認定事業の概要
自社生産の有機ＪＡＳ認定作物（ブルーベ

リー、かぼちゃ、にんじん）をパウダーに加工
し販売するとともに、パウダーを使った菓子製
品を製造・販売し、売上の拡大を図ることによ
り、所得向上と雇用の拡大を目指す。

平成２４年度 第３回認定

自家醸造ワイン

平成２５年度 第１回認定



岩手県 平成２５年度 第１回認定

株式会社 長根商店
（岩手県洋野町） http://39kinoko.cart.fc2.com/

加工・直売

新種きのこ（三陸あわびたけ）の栽培プラント構築および新商品の
加工・販売への進出

◆認定事業の概要
自社生産するアギタケ（「三陸あわびたけ」

として商標登録済）を用いた加工品（佃煮、炊
き込みご飯の素、カレー等）を製造するととも
に、インターネット販売等による直接販売及び
飲食店等への卸販売に取り組む６次産業化の展
開により経営の改善を図る。

元正榮 北日本水産 株式会社（岩手県大船渡市）
熊谷 豊治（岩手県大船渡市）加工

「６次産業化」による岩手県産「キッピンあわび」の再生復興事業

◆認定事業の概要
自社及び地域の漁業者が養殖するえぞあわび

を乾鮑に加工し販売することにより、経営の安
定化を図る。

特定非営利活動法人 遠野まごころネット
（岩手県遠野市） http://tonomagokoro.net/

加工・直売

地域の農産物と海産物を用いた「三陸海鮮餃子」及びオーガニック
ハーブの加工・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産したハーブを「ハーブスティック」

に加工し販売するほか、新規に生産する小麦と
古来種のニラと三陸産海産物を原材料として餃
子に加工し販売することにより、経営の多角化
を図る。

藤沢ラズベリーファーム有限会社
（岩手県一関市）

加工・直売

有機ブルーベリー、有機野菜のパウダー化とそれを活用した菓子類
の商品化及び、生産者シェアショップによる販売事業

◆認定事業の概要
構成員が生産するにんにくのうち規格外品を

用いた黒にんにくの製造及びじゃがいも、にん
じんの規格外を原料としたレトルト製品を開発
するとともに、にんにく加工品はスーパー、道
の駅、サービスエリア等に、レトルト製品は業
務用として販売することにより、構成員の所得
の向上を図る。

平成２５年度 第１回認定



岩手県 平成２５年度 第１回認定

農事組合法人 宮守川上流生産組合
（岩手県遠野市）

加工・直売

「どぶろく」の新商品開発と商品レパートリーの拡充およびネット
販売等販路の多様化

◆認定事業の概要
組合が生産した酒米「吟ぎんが」や古代米を

原料に「どぶろく」を、トマト、ニンジンを原
料にジュースを製造し、直売・ネット販売等に
より販売することにより、経営の強化を図る。

恵農産 株式会社
（岩手県二戸市）

加工

無化学肥料（牛糞堆肥）による自家生産のにんにくを利用した加
工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のにんにくを使用した加工品(乾燥

チップ、黒にんにく、すりおろしにんにく）を
製造・販売することにより、付加価値を取り込
むことで農業経営の改善を図る。

権七園
（岩手県二戸市）

加工・直売

独自規格での選果によるリンゴの高単価化及び規格外品を利用した
新商品の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家生産りんごを使用した加工品（コンポー

ト、ジュレ）を開発し、インターネット及びゆ
うパックを利用した販売に取り組むことにより、
新たな事業を創出することで農業経営の改善を
図る。

有限会社 及川フラグリーン
（岩手県花巻市） http://www.ofg-web.com/

直売

クレマチスを活用した新商品の開発及び大規模直売所の開設

◆認定事業の概要
自社栽培のクレマチスを活用した新商品

（ガーデンユニット）を開発し、直売所を整備
し販売することにより農業経営の改善を図る。

平成２５年度 第２回認定

遠野どぶろく

平成２５年度 第２回認定



岩手県 平成２５年度 第３回認定

社会福祉法人 悠和会
（岩手県花巻市） http://www.ginganosato.com/

加工・直売

リンゴを活用した無添加・果汁100％のシードル（ノンアルコー
ル）及びジュースの開発並びに販路開拓

◆認定事業の概要
当会の生産しているりんごを活用した加工品

（シードル（ノンアルコール）、ジュース）を
製造し、ネット販売及び福祉関係のルートを活
用した販売等に取り組むことにより、当会にお
ける農業経営の安定化を図る。また、福祉施設
と農業を結び付けることにより、障がい者の所
得向上と地域農業との連携を目指す。

株式会社岩手ファーマーズミート
（岩手県奥州市） https://www.iwate-fmeat.com/information/

加工・直売

ブランド牛の生産・加工・販売一貫体制の構築

◆認定事業の概要
構成員が生産した牛肉を使用した冷凍精肉商

品及び加工品（ハンバーグ、ソーセージ、味付
け焼肉、牛串）を開発・製造し、卸売、直売
ルートの開拓に取り組むことにより、収益力の
高い経営を確立する。

いわてにしわが南部かしわプロジェクト 株式会社
（岩手県西和賀町）

加工・直売

地鶏の外食産業用パック商品及び新商品の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自社構成員の飼育した地鶏「南部かしわ」を

原材料とした加工品（地鶏パック、炭火焼き、
地鶏ハム、地鶏の燻製、焼き鳥）を製造し、地
域特産品として販売することで、農業経営の改
善を図る。

シードル
（ノンアルコール）

平成２６年度 第１回認定

平成２６年度 第３回認定

農事組合法人さらき
（岩手県北上市）

加工・直売

米及び野菜の業務用加工品開発・直売による地域活性化事業

◆認定事業の概要
米、野菜を利用した新商品（精米、カット野

菜、漬物等）を製造し、業務用を中心とする販
路を構築することにより、所得向上を図ること
で経営の改善及び地域の雇用を創出し、地域の
活性化を目指す。



岩手県 平成２８年１１月認定

松原農場 松原久美
（岩手県雫石町） http://matsubokkuri.jp/

加工・直売

健康志向の人を対象に、自家産牛乳を用いた老化抑制作用を有する
乳酸菌を活用したヨーグルトの製造・販売

◆認定事業の概要
自家産牛乳を用いて、老化による骨密度の減

少や肌状態の劣化抑制作用を有する特許乳酸菌
（Ｈ６１株）を活用したヨーグルト製品を開発
し、自ら経営する店舗での販売やデパート等へ
の卸売販売、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。

消費者ニーズに対応した再キャップジュースの製造・販売

牧舎のヨーグルト

社会福祉法人大洋会
（岩手県大船渡市）

直売

高設養液栽培によるいちごの生産・販売、観光農園の運営による農
福連携型事業

◆認定事業の概要
陸前高田市において農業と観光の一端を担い、

交流人口の増加と地域の活性化を図るため、高
設養液栽培システムによるいちご栽培設備を整
備し、障害者が栽培技術を習得して生産・販売
する「農福連携」によるいちご観光農園を行い、
障害者が農業を通じて就労機会と収入を得て地
域での自立を目指す。

令和２年２月認定

令和３年５月認定

加工・直売 宮守川上流生産組合
（岩手県遠野市）

◆認定事業の概要
消費者ニーズ等に応じたジュース容器の変
更、事業者ニーズを踏まえた一次加工品の開
発及び消費者の購入先の変化に応じた新たな
販売方式の導入を行い需要を開拓し、売上高
向上を目指す。



塩釜市
多賀城市

利府町

美里町

大河原町

仙台市

石巻市

白石市

名取市

角田市

岩沼市

登米市

栗原市

東松島市

大崎市

蔵王町

七ヶ宿町

村田町
柴田町

川崎町

丸森町

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

大和町 大郷町

富谷市

大衡村

色麻町

加美町
涌谷町

女川町

南三陸町

気仙沼市

【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

【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

【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

【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

【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

【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

【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

【七ヶ宿町】
② 有限会社杜のいちご

【加美町】
①株式会社恒和クリエイト

【登米市】
①農業生産法人株式会社オジマスカイサービス ③農業生産法人有限会社伊豆沼農産
①芳泉農園 ⑤有限会社PFTサービス
①有限会社おっとちグリーンステーション ①株式会社近藤農産
①千葉忠畜産株式会社 ①株式会社カレントセラー
③有限会社久保畜産 ②株式会社サンフルーツ・ファーム
③株式会社縄文ファーム ①株式会社ワンズ
①農業生産法人株式会社石ノ森農場 ①米・米ファーム合同会社

【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

【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
【涌谷町】
①、②有限会社氏家農場
①佐藤園芸 佐藤 光一

【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

【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

（令和３年８月末現在）

【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

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）

【名取市】
■株式会社エヌ・ケー・エフ



宮城県 平成２３年度 第１回認定

関村 清幸
（宮城県栗原市） http://sekimura-group.jp/ 

加工・直売・
レストラン

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
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。

平成２３年度 第２回認定

農事組合法人 仙台イーストカントリー
（宮城県仙台市）

加工・直売・
レストラン

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

◆認定事業の概要
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。

農業生産法人 有限会社 ダイアファーム
（宮城県大崎市） http://daiafarm.jp/

加工・直売・
レストラン

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。

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/

加工・直売

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。

平成２３年度 第２回認定



宮城県 平成２３年度 第３回認定

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/

加工・直売・
レストラン

自家生産の豚肉を利用した商品加工と販売事業

◆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。

たんぽぽ農産加工くらぶ
（宮城県仙台市）

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
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。

株式会社 フレッシュファーム
（宮城県岩沼市） http://www.freshfarm.co.jp/

直売

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。

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/

直売

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。

平成２３年度 第３回認定



宮城県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 舞台ファーム
（宮城県仙台市） http://butaifarm.com/

加工・直売

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
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。

株式会社 亘理ファーム
（宮城県亘理町）

直売

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

◆認定事業の概要
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。

アグリ古川農産 株式会社
（宮城県大崎市） http://zen.gpcms.net/

レストラン

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。

株式会社 吉尾ファーム
（宮城県栗原市） http://kurikoma-mochi.main.jp/

加工・直売

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。

平成２４年度 第１回認定

野菜厨房ＺＥＮ店内
メニューは地場産野菜たっぷり



宮城県 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/

加工・直売

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
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。

平成２４年度 第２回認定

株式会社 大滝自然農園
（宮城県仙台市）

加工・直売

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

◆認定事業の概要
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。

株式会社 一ノ蔵
（宮城県大崎市） http://www.ichinokura.co.jp/

加工・直売

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
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。

有限会社 蕪栗千葉農場
（宮城県大崎市） http://www.kabukurimai.com/

直売

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。

平成２４年度 第２回認定

だいこん酒粕からし漬 JAS有機宮城県産つや姫



宮城県 平成２４年度 第２回認定

デリシャスファーム 株式会社
（宮城県大崎市） http://www.delicious-farm.com/

加工・直売

こだわりトマトを利用した実需者向け加工品製造事業

◆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。

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/

加工

米粉を活用した菓子製造販売

◆認定事業の概要
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。

芳泉農園
（宮城県登米市） http://www.housen-farm.com/

加工・直売

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。

有限会社 ＰＦＴサービス
（宮城県登米市） http://www.sasanishiki.co.jp/

加工・直売・
輸出

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。

平成２４年度 第２回認定

こだわりトマト加工品と直売所 こめかし玄米仕立、のりしお味



宮城県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 耕
（宮城県仙台市） http://www.karuche.jp/

加工・直売

小松菜・ほうれん草を利用した加工・販売事業

◆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。

株式会社 蔵王苑・有限会社 鑓水建設
（宮城県蔵王町）

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

◆認定事業の概要
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。

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/

加工・直売

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

◆認定事業の概要
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。

千葉忠畜産 株式会社
（宮城県登米市） http://www.tanchi.jp/

加工・直売

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。

平成２４年度 第３回認定



宮城県 平成２４年度 第３回認定

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/

加工・直売

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。

株式会社 近藤農産
（宮城県登米市） http://www.kondo-nousan.com/

加工・直売

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。

あさひな農業協同組合
（宮城県大和町） http://www.ja-asahina.or.jp/

加工・直売・
輸出

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。

有限会社 竹鶏ファーム
（宮城県白石市） http://www.taketori-monogatari.com/

加工・直売・
レストラン

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。

平成２４年度 第３回認定 平成２５年度 第１回認定

切り餅、もっこり元気味噌



宮城県 平成２５年度 第１回認定

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/

加工・直売・
レストラン

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
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。

農業生産法人 東穀ライス匠 株式会社
（宮城県大和町）

加工・直売・
レストラン

自社生産及び地域の米を利用した新商品の販売事業

◆認定事業の概要
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。

株式会社 海遊
（宮城県石巻市） http://kai-you.in/

加工・直売

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。

末永九兵衛商店 株式会社
（宮城県石巻市） http://kuhe.co.jp/

加工・直売

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。

平成２５年度 第１回認定

銀鮭加工品「干熟」



宮城県 平成２５年度 第１回認定

有限会社 氏家農場
（宮城県涌谷町） http://www.ujiie-farm.com/

加工・直売

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
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。

農業生産法人 株式会社 ＧＲＡ
（宮城県山元町） http://www.gra-inc.jp/

加工

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。

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/

加工

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
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。

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

加工・直売・
レストラン

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。

平成２５年度 第２回認定

小ねぎみそ、特選肉ドレ、
小ねぎチーズ

イタリア野菜「タルティーボ」



宮城県 平成２５年度 第２回認定

有限会社 アグリードなるせ
（宮城県東松島市） https://agriead.jp/

加工・直売

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
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。

株式会社 カレントセラー
（宮城県登米市）

加工・直売

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。

有限会社 久保畜産
（宮城県登米市）

加工・直売・
レストラン

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。

株式会社 サンフルーツ・ファーム
（宮城県登米市）

加工

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。

平成２５年度 第２回認定

自社産小麦の「のびるバウム」
ソフトとハードの２タイプ



宮城県 平成２５年度 第２回認定

株式会社 縄文ファーム
（宮城県登米市） http://jyoumon-farm.com/

加工・直売・
レストラン

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
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。

株式会社 ワンズ
（宮城県登米市） http://shitakeland.com/

加工・直売

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。

宮城県漁業協同組合 志津川支所
（宮城県南三陸町）

加工・直売

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
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。

株式会社 きずなファーム
（宮城県仙台市）

加工・直売

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
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。

平成２５年度 第２回認定

漁協直売所「タブの木」



宮城県 平成２３年度 第３回認定

浦上 和子
（宮城県大崎市）

加工・直売

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
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

株式会社 ＡＧＲＩ ＰＲＩＭＥ
（宮城県大崎市） http://www.agri-prime.jp/

加工・直売

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。

株式会社 ガイア環境技術研究所
（宮城県仙台市） http://gaia-ins.com/

加工方式開発

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。

有限会社 千葉水産
（宮城県塩釜市）

加工・直売

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。

平成２６年度 第１回認定平成２５年度 第３回認定（研究開発・成果利用事業計画）

しそ巻き



宮城県 平成２６年度 第１回認定

桃浦かき生産者 合同会社
（宮城県石巻市） http://www.momonoura-kakillc.co.jp/

加工

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
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。

株式会社 鵜の助
（宮城県石巻市） http://unosuke.jp/

加工・直売

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。

齋藤 伊平
（宮城県石巻市）

加工・直売

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。

株式会社 さちｗｅｍａｌｕ
（宮城県栗原市） http://www.sachiwemalu.com/

加工・直売

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。

平成２６年度 第１回認定

殻付脱殻かき
（ハーフシェル）

わらすこもち



宮城県 平成２６年度 第２回認定

有限会社 やさい工房八巻
（宮城県岩沼市）

加工・直売

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
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。

平成２６年度 第３回認定

株式会社 荒浜アグリパートナーズ
（宮城県仙台市）

加工・直売

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

◆認定事業の概要
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。

阿部 政志
（宮城県石巻市）

加工・直売

「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

◆認定事業の概要
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。

農業生産法人 株式会社 石ノ森農場
（宮城県登米市）

加工・直売

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。

平成２６年度 第３回認定



宮城県 平成２６年度 第３回認定

自然卵農園 株式会社
（宮城県南三陸町） http://sizentamago.jimdo.com

加工・直売・
レストラン

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
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。

株式会社 小野花匠園
（宮城県南三陸町）

加工・直売

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

◆認定事業の概要
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。

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） http://www.fs-genki.com

加工・直売

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
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。

有限会社 杜のいちご
（宮城県七ヶ宿町）

加工

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

◆認定事業の概要
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。

平成２６年度 第３回認定 平成２７年度 第１回認定

自然卵と冷凍クレープ

はじめての積木



宮城県 平成２７年度 第１回認定

株式会社 深谷農産
（宮城県石巻市）

加工・直売

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
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。

株式会社 鹿島
（宮城県石巻市）

加工

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
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。

豊嶋 祐二
（宮城県石巻市）

加工

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。

米・米ファーム 合同会社
（宮城県登米市）

加工・直売

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。

平成２７年度 第１回認定

鮭節（試作品）



宮城県 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）

加工

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。

西條 幸正
（宮城県石巻市）

加工

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。

株式会社 吉田ファーム
（宮城県石巻市）

加工

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

◆認定事業の概要
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。

三浦 良彦
（宮城県石巻市）

加工・直売

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。

平成２８年 ３月認定 平成２８年 ７月認定

平成２７年１２月認定



宮城県 平成２８年 ９月認定

及川 雄一郎
（宮城県石巻市）

加工・直売

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。

千葉 浩希
（宮城県石巻市）

加工・直売・
レストラン

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。

マリズファーム 高山 真里子
（宮城県仙台市）

加工・直売

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
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。

株式会社 みらいファームやまと
（宮城県仙台市）

加工・直売

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。

平成２９年 ５月認定 平成２９年 ６月認定

平成２９年 １月認定



宮城県 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）

加工・直売・
輸出

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。

株式会社 佐々木産業営農サービス
（宮城県仙台市）

加工・直売

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。

株式会社 イグナルファーム
（宮城県東松島市）

加工・直売

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。

株式会社 田伝むし
（宮城県石巻市）

直売

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。

平成２９年１２月認定 平成３０年 １月認定

平成２９年１１月認定



宮城県 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）

加工・直売

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。

あらはま海苔合同会社
（宮城県亘理町）

加工・直売

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１１月認定

有限会社 氏家農場
（宮城県涌谷町）

加工

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３０年１２月認定

有限会社 蔵王鶏園
（宮城県蔵王町）

加工・直売・
レストラン

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。

平成３１年 ２月認定



宮城県 令和２年２月認定

佐藤園芸 佐藤 光一
（宮城県涌谷町）

加工・直売

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
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）

やまうち農園株式会社
（宮城県山元町）

加工・直売

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
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。

令和２年７月認定



【秋田市】
①株式会社四季菜
①農業生産法人合同会社大地
③株式会社上新城ノーザンビレッジ
①有限会社まこと農産

【八郎潟町】
①コダマ農場
【五城目町】
①有限会社アグリ
①あきた湖東農業協同組合
①株式会社渡彦農醸

【八峰町】
①日本白神水産株式会社

【潟上市】
①伊藤 公男
■株式会社アグリサポート
①秋田グリーンサムファーム株式会社

【三種町】
①お菓子工房スフレ
②株式会社秋田白神食品
①秋田やまもと農業協同組合

【にかほ市】
①株式会社鳥海フォス
①株式会社秋田鳥海夢農場

【羽後町】
①農事組合法人こまち野
①佐藤 金市
①有限会社モコ
①有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店

【由利本荘市】
⑤農事組合法人新田水稲生産組合
①田口 藤樹
①有限会社折林ファーム

【能代市】
①株式会社白神手づくり田舎くらぶ
①農事組合法人能代グリーンファーム常盤
③鶴形そば製造加工株式会社
①株式会社佐藤ファーム

【大館市】
①農業生産法人有限会社ナチュラルファーマーズ
①農事組合法人立花ファーム
⑤農業生産法人合同会社ホサナ企画
②あきた北農業協同組合
➀でんろく 田中伸夫

【大仙市】
①農事組合法人エコファーム
①有限会社内小友ファーム
③神岡縄文農園株式会社
①有限会社高関上郷農場
①有限会社井上農産
② 農事組合法人たねっこ
⑥秋田おばこ農業協同組合
①東商事株式会社

【鹿角市】
③農事組合法人したかわら
②農事組合法人大里ファーム
①農事組合法人八幡平養豚組合

【美郷町】
③農事組合法人美郷サンファーム
⑤農事組合法人大畑ファーム
①株式会社秋田食産
①すまっこふぁーむ 梅川 尚季

【横手市】
①農事組合法人大沢ファーム
①株式会社だいごの丘
①農事組合法人山楽里
■秋田屋株式会社

【湯沢市】
②株式会社相川ファーム

【大潟村】
①、⑤株式会社大潟村あきたこまち生産者協会
②株式会社ベジタブルスタイル
②株式会社ネピュレ東北

（令和３年８月末現在）

秋田市

男鹿市

由利本荘市

潟上市

大仙市

にかほ市

上小阿仁村
三種町

能代市

大館市

北秋田市

藤里町八峰町

五城目町八郎潟町

井川町

大潟村

羽後町

横手市

湯沢市

仙北市

鹿角市

小坂町

美郷町

東成瀬村

【北秋田市】
①農事組合法人坊沢営農組合
①有限会社栄物産
②株式会社しらかみファーマーズ
【仙北市】
①合資会社エコニコ農園
⑤ランドクリエイト株式会社
②有限会社北浦郷

【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

秋田県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（6３計画）



秋田県 平成２３年度 第１回認定

農業生産法人株式会社相川ファーム
（秋田県湯沢市） http://tyuusanchi.com/index.html

加工

新規需要米（米粉用）を活用した米粉パンの開発と直接販売による
経営改善

◆認定事業の概要
米価の下落や転作面積の増加と、従業員の通

年雇用のため、新規需要米（あきたこまち）を
活用して、カルシウムとマグネシウムの含有量
が多く、血糖値を下げる等の効果がある健康野
菜「グラパラリーフ」を練り込んだ健康パン等
の新商品を開発し、道の駅等で直売することに
より、新規需要米の作付け拡大と経営改善を図
る。

農事組合法人 美郷サンファーム
（秋田県美郷町）

加工・直売・
レストラン

米粉を使ったパン、菓子類などの新商品開発と、農家レストラン、
農家民宿の新設による販路拡大

◆認定事業の概要
法人経営の改善を図るため、おにぎり、米粉

パン、米粉麺、米粉菓子（たい焼き、ケーキ
等）などの新商品を開発、加工・製造し、直売
施設での販売、農家レストランによる食事提供、
農家民宿を事業展開することで、付加価値の高
い商品の製造・販売を行い、雇用を創出し地域
の活性化につなげる。

農事組合法人 したかわら
（秋田県鹿角市）

加工・直売・
レストラン

米、そば等の製粉とこれを利用した加工品による高付加価値化と農
産物の直売による販路の拡大

◆認定事業の概要
法人経営の安定化を図るため、米、そばを製

粉加工し業務用として販路を開拓するほか、ソ
バ（生麺）を製造し、精米、りんごと共に自ら
設置する飲食施設の直売コーナーで販売し、需
要を確保する。
飲食施設では、そばと自家生産した野菜を利

用したメニューやおにぎりを提供し、農業経営
の改善及び雇用の確保を図る。

株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会
（秋田県大潟村）http://www.akitakomachi.co.jp/main/

加工・直売

米粉用米を原料としたアレルギー対応の米めんや、米キャラメルな
ど米食品の開発・販売

◆認定事業の概要
米粉用米を利用した小麦アレルギー対応米め

ん、米キャラメル、米アイス、米ジャム等の新
商品を開発し、米加工品の生産・加工・販売を
一体化 した事業を全国展開することにより、
米粉食文化の普及と食糧自給率の向上を進める。

平成２３年度 第１回認定 平成２３年度 第２回認定



秋田県 平成２３年度 第２回認定

農事組合法人 坊沢営農組合
（秋田県北秋田市）

加工・直売

米、大豆等を利用した高齢者向け宅配弁当と新たな加工商品の開発
と販売事業

◆認定事業の概要
高齢者向け弁当の製造・宅配及び、現在製造

している豆腐副産物のおからを利用した、「お
からドーナツ」の開発を行い、豆腐販売先等で
の販売を行う。また、加工部門の充実により雇
用の増加、周年雇用の確立、後継者の確保及び
地域の活性化を図る。

平成２３年度 第３回認定

農事組合法人 こまち野
（秋田県羽後町） http://www.komachino.com/

加工・直売

イチゴを活用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自ら生産しているいちごを活用した新たな加

工食品を開発し、いちご狩りの来場者への販売
を含めた販路拡大を図り、羽後町の観光スポッ
トを目指し地域の活性化に貢献するとともに、
経営改善による雇用の促進につなげる。

有限会社 栄物産
（秋田県北秋田市） http://www.kumagera.ne.jp/sakae/

加工・直売

野菜及び山菜等を利用した加工食品（乾燥野菜、粉末茶等）の開
発・販売事業

◆認定事業の概要
高温セラミック熟成乾燥による野菜、山菜等

の乾燥品、粉末及び粉末を利用した加工食品を
開発する。また、自社ホームページを栽培履歴、
料理方法等の情報の提供を行えるようリニュー
アルし、ネット販売の強化を図る。

農業生産法人 有限会社 ナチュラルファーマーズ
（秋田県大館市）加工・直売

秋田産枝豆及び大豆の加工品を中心とした新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
新たに枝豆及び大豆を生産して、枝豆、大豆

の加工品（ペースト、豆乳、豆腐等）を製造し、
既存の販売先に加えて、新たに設置する直売所
及び病院、老人ホーム、学校給食等への販路開
拓により経営の安定と向上を目指す。

平成２３年度 第３回認定

こごみ粉末茶、こはぜ粉末茶、
キクイモ粉末茶、笹の葉粉末茶



秋田県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 四季菜
（秋田県秋田市）

加工・直売

特用林産物の育成増産と高度加工製品の製造・販売

◆認定事業の概要
「こはぜ」、「食用ほおずき」を原材料とし

た加工食品（飲料、飲むゼリー）を開発・製造
し、インターネットショッピングサイト及び直
売所を整備して販売する。

株式会社 白神手づくり田舎くらぶ
（秋田県能代市）

加工・直売

軍鶏、比内地鶏の飼育・解体処理・製造･加工・販売

◆認定事業の概要
軍鶏、比内地鶏を使用した加工食品（きりた

んぽセット、じゅんさい鍋セット）の開発製造
に取り組む。また、販売については、精肉は、
能代市内の精肉店に販売、加工品については、
能代市のアンテナショップ及びギフトメーカー
に贈答用品として販売に取り組む。

農事組合法人 大沢ファーム
（秋田県横手市）

加工・直売

特産品であるぶどうを原材料にした商品の加工・販売

◆認定事業の概要
地域特産品であるぶどうを主な原材料として

ジュースを製造し、販売については、当初は横
手市観光協会に全量委託販売するが徐々に自ら
販路を開拓し、自社直接販売にも取り組む。

コダマ農場
（秋田県八郎潟町）

加工・直売

乾燥野菜の製造・販売と野菜ガラス温室を活用した「交流農場」事
業

◆認定事業の概要
自ら生産したねぎ、にんじん、だいこん等を

利用した乾燥野菜スライス及び乾燥野菜粉の開
発を行い、交流農場での農作業体験入り込み客
への直接販売を行う。

平成２４年度 第１回認定 平成２４年度 第２回認定

直売所と「こはぜとほおずきゼリー」



秋田県 平成２４年度 第２回認定

農事組合法人 新田水稲生産組合
（秋田県由利本荘市） http://www.donpu.net/ooutimai/outimai.htm

加工・直売・
輸出

ジャンボニンニク、クレソンを活用した新商品の加工・販売及び輸
出事業

◆認定事業の概要
組合で生産するジャンボにんにくを使用した

ドライパウダー調味料、ハタハタ寿司を開発す
るほか、クレソンと米粉を練り合わせたパスタ
を開発し、直売所やインターネットで販売する。
また、ジャンボにんにくは中国やロシアへ輸出
も行う。

平成２４年度 第３回認定

農事組合法人 能代グリーンファーム常盤
（秋田県能代市）

加工・直売

自社で生産している米及び大豆を活用した無添加こだわり味噌の加
工、販売事業

◆認定事業の概要
米、大豆を原材料に、甘さや塩分の異なるバ

リエーションのある無添加のこだわり味噌を開
発し、通販等の販売方式を導入することで、新
たな販売先の開拓による経営の多角化を図り、
安定的な収益の確保を目指す。

有限会社 アグリ
（秋田県五城目町）

加工・直売

自社栽培している野菜及び山菜を活用した加工品の製造・販売
事業

◆認定事業の概要
山菜及びイタリアン野菜を使用した乾燥加工

品、とうもろこしの冷凍加工品を開発し、直売
所、道の駅、ネットショップ等新たな販売ルー
トを構築することで、経営の多角化、高度化を
図り、安定的な収益の確保を目標とする。

田口 藤樹
（秋田県由利本荘市）

加工・直売

秋田産枝豆及び大豆の加工品を中心とした新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
キクイモの独特な風味、栄養特性を活かした

健康うどん「本荘キクイモうどん」を開発し、
新たな販売ルートを構築することで、農業経営
の改善を図る。

平成２４年度 第３回認定

小倉セリ

ジャンボニンニク

キクイモ



秋田県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 鳥海フォス
（秋田県にかほ市）

加工・直売

自社で生産している菌床しいたけ等を活用した加工による新たな
商品開発と販売事業

◆認定事業の概要
しいたけを原材料とした加工品（味噌、ペー

スト、漬物）及びいちじくを原材料とした加工
品（ジャム、チップス）を開発・販売すること
で、農業経営の改善を図る。

農事組合法人 エコファーム
（秋田県大仙市）

加工・直売

なたねと小麦を活用した新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
なたね油の絞りカスを利用した新商品（お茶、

クッキー等）及び新たに生産する小麦を使用し
た新商品（なたね油と小麦粉のセット等）を開
発し、首都圏の百貨店等への販売に取り組む。

合資会社 エコニコ農園
（秋田県仙北市）

加工・直売

ブルーベリーの品種特性を活かした商品加工・販売事業

◆認定事業の概要
ブルーベリーを使用した新商品としてジャム

を開発する。品種別の特性を活かした数種類の
ジャムを開発することにより、商品ラインナッ
プの魅力により他社製品との差別化を図り、販
路開拓及び需要の開拓に取り組む。

佐藤 金市
（秋田県羽後町）

加工・直売

羽後和牛を原料とした加工食品の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家ブランド牛「羽後和牛」活用した新商品

（ハンバーグ、コロッケ、牛串）を開発すると
ともに、直売所を整備し経営の多角化と農場経
営の改善を目指す。

平成２４年度 第３回認定

ジャム４種

直売所といちじくの苗木

羽後和牛



秋田県 平成２５年度 第１回認定

農業生産法人 合同会社 大地
（秋田県秋田市）

加工・直売

秋田産菜種、大豆を活用した特徴ある加工食品の製造・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の菜種の油と大豆を活用した豆腐、

油揚げ、おからドーナツ、豆腐ソフトクリーム
等を製造し、新設する直売所で販売して経営の
多角化を図るとともに、加工場を整備すること
により雇用の場を確保し、周年就業可能な環境
を創る。

農事組合法人 立花ファーム
（秋田県大館市）

加工・直売

餅米･うるち米、地区内から生産されるブラックベリー、野菜等を
活用した加工品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産するもち米、ブラックベリーを活用

した加工品を製造し、地元スーパーや全国市場
への販路拡大に取り組むとともに、米、大豆、
野菜等と併せて直売所やインターネットでの直
売を行うことにより、所得向上を図り地域活性
化につなげる。

ランドクリエイト 株式会社
（秋田県仙北市）

加工・直売・
輸出

養殖魚を活用した新商品の開発による生産基盤強化事業

◆認定事業の概要
自社養殖魚（紅鱒、岩魚）を利用した新商品

（スモークサーモン、レトルト商品）を製造す
るとともに、紅鱒商品については、東南アジア
への輸出にも取り組むことで、経営の改善、所
得の向上を図る。

株式会社 ベジタブルスタイル
（秋田県大潟村）

加工

野菜の産地立地型業務用一次加工への取組事業

◆認定事業の概要
構成員及び契約農家の生産する業務用野菜の

調製・選別からカット野菜までの一次加工を産
地立地型で取り組み、既存の生果販売先である
外食チェーン等へ卸すことで県外へ流出してい
た付加価値を産地に還元する。

平成２５年度 第１回認定 平成２５年度 第２回認定

ブラックベリー



秋田県 平成２５年度 第２回認定

有限会社 内小友ファーム
（秋田県大仙市） http://www.uchiotomofarm.jp/

加工・直売

自社生産大豆を活用した豆腐および「おから」派生商品、乾燥しい
たけの加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の大豆を利用した加工品（豆腐、厚

揚げ豆腐、おからがんもどき、おからドーナツ、
おからパウダー）を製造し、直売所及び移動販
売車による販売に取り組むことにより農業経営
の安定と付加価値の向上を目指す。

神岡縄文農園 株式会社
（秋田県大仙市）

加工・直売・
レストラン

地域の果樹・堅果・山菜等を活用した加工食品等の販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のブルーベリーを使用したジャムの

製造・販売及び古代米、しいたけ、山菜等を使
用したメニューを開発しレストランで提供する
等、経営の多角化で農業経営の改善を図る。

農事組合法人 大畑ファーム
（秋田県美郷町）

加工・直売・
輸出

米と野菜を利用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自ら生産した米の新商品（真空パック）を開

発及び野菜を使用した漬物を製造し、インター
ネット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。

平成２５年度 第２回認定

おおはた米

直売所と寄せ豆腐

鶴形そば製造加工 株式会社
（秋田県能代市）

加工・直売・
レストラン

自社生産のソバを活用した蕎麦の加工、販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のそば及び地域の農家が生産した野

菜を活用し、自らが整備する飲食施設において、
蕎麦、蕎麦定食、漬物もろみの提供・販売を行
い、経営の高度化とブランド化を図り、安定的
な収益確保を目指す。

鶴形手打ちそば

平成２５年度 第３回認定



秋田県 平成２５年度 第３回認定

お菓子工房スフレ
（秋田県三種町） http://souffle-cheese.com/

加工・直売

自ら生産している野菜（ミニトマト等）を活用した、菓子加工、販
売事業

◆認定事業の概要
自家生産及び地域の農業者が生産した野菜

（ミニトマト、さつまいも等）を利用した加工
品（ジュレ、ジャム、菓子）を製造し、直売所
での販売や食品取扱店への卸売に取り組み、収
益の向上を目指す。

農業生産法人 合同会社 ホサナ企画
（秋田県大館市）

加工・直売・
輸出

あきたこまちのハラール認証を利用した商品の販売及び海外輸出事
業

◆認定事業の概要
自社及び地域の農業者に契約栽培した米につ

いて、ハラール認証を取得しイスラム圏（東南
アジア、中東諸国）への輸出及びハラール認証
米を活用した菓子（煎餅、おかき、あられ）の
製造を行い、国内外での土産用販売を中心に取
り組むことにより、付加価値を創造し、農業経
営の改善を図る。

株式会社 秋田鳥海夢農場
（秋田県にかほ市）

米及び大玉高糖度トマトの生産・加工・販売、地域生産野菜の乾燥
粉粒化・販売事業

◆認定事業の概要
自社及び構成員らが生産した米、野菜（トマ

トやホウレンソウ等）を利用した加工品（無洗
米、トマトジュース、乾燥野菜粉粒）を製造し、
直売に取り組むことで、付加価値の創造を図る。

平成２５年度 第３回認定

ハラール認証米 ２kg小さいトマトのカクテルゼリー
「ジュレdeキャロル」

米、乾燥野菜粉粒、
大玉高糖度トマト

加工・直売 加工・直売 有限会社 高関上郷農場
（秋田県大仙市）

米といぶり大根を活用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自社生産の米及び大根を活用した新商品（米

の真空パック、いぶり大根漬け）を製造し、
ネット販売や高級スーパー等への販売に取り組
むことで農業経営の改善を図る。

いぶり大根



秋田県 平成２６年度 第１回認定

あきた湖東農業協同組合
（秋田県五城目町）

加工・直売

地域特産品並びに地場産農産物の育成増産と加工品の製造及び販売
事業

◆認定事業の概要
組合員が生産した農産物（野菜、果樹）を使

用した加工品（アイス、漬物類）を製造するこ
とによる付加価値販売に取り組むことで、組合
員の農業所得の向上及び雇用の創出に寄与する。

株式会社 ネピュレ東北
（秋田県大潟村）

加工

米を原料とする米ネピュレの製造と販売事業

◆認定事業の概要
構成員が生産した米を使用した加工品

（ピューレ）を製造することにより、新たな高
付加価値化を実現し、農業者の所得向上に寄与
する。

有限会社 井上農産
（秋田県大仙市）

加工・直売

大根を活用した「いぶり大根漬け」の新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の大根を原料とした主力加工品であ

るいぶり大根漬けの新商品を製造し、販売先の
拡大等の販売力強化により、農業経営の基盤強
化を図る。

平成２６年度 第１回認定

米ネピュレ

チーズがっこ

枝豆アイス、りんごアイス

平成２６年度 第２回認定

株式会社 上新城ノーザンビレッジ
（秋田県秋田市）

加工・直売・
レストラン

無農薬・無肥料野菜等を活用した加工商品の開発・農家レストラン
のメニュー開発

◆認定事業の概要
自社生産した果実、野菜等を活用した加工品

（乾燥果実）及びレストランメニュー（カレー、
ピザ、ドーナツ等）を製造・提供することによ
り、経営の多角化・安定化に取り組み農業経営
の改善を図る。

そば打ち体験と「そば定食」



秋田県 平成２６年度 第２回認定

株式会社 佐藤ファーム
（秋田県能代市）

加工・直売

米の加工（きりたんぽ真空パック、おにぎり、赤飯）と野菜の惣菜
の加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の米及び野菜を利用した加工品（き

りたんぽ、おにぎり、赤飯、惣菜）を製造し、
自社直売所で販売することで経営の多角化に
取り組み、農業経営の改善を図る。

有限会社 北浦郷
（秋田県仙北市）

加工

大根と枝豆を活用した新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産する大根及び枝豆を利用した加工品

（大根柿漬け、冷凍枝豆ペースト）を製造し、
新たな販売ルートを構築し、経営の多角化、高
度化を図り、安定的な収益を確保することで農
業経営の改善を図る。

日本白神水産 株式会社
（秋田県八峰町）

加工・直売

特産品である「あわび」を原料にした商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社養殖あわびを使用した新商品（燻製、蒲

鉾、水煮）を製造、販売することにより、付加
価値を取り込むことによって経営を改善すると
ともに、雇用の創出を図る。

平成２６年度 第３回認定

直売所 みずほ 雲然柿で漬けた大根の柿漬け

白神あわび燻製

伊藤 公男
（秋田県潟上市）

加工・直売

伝統水産物（棒あなご）と、たい類、ホッケ、カレイ類の加工品開
発・販売事業

◆認定事業の概要
伝統水産物「棒あなご」及びタイ類等を使用

した一夜干しを製造、販売に取り組むことで、
漁獲、加工、販売の一貫体制を構築することに
より、付加価値を高め経営の安定と基盤強化を
図る。

棒アナゴ



秋田県 平成２７年度 第１回認定

農事組合法人 大里ファーム
（秋田県鹿角市）

加工

自ら生産したそばを活用した特色ある乾麺の開発・加工・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産したそばを原料に、ユネスコ無形文

化遺産「大日堂舞楽」に因んだ新商品（乾麺）
を開発し、土産品として直売所、ホテル等で販
売することにより、開発商品の高付加価値化と
農業経営の改善を図る。

あきた北農業協同組合
（秋田県大館市）

加工

地域の特産農産物を活用した加工品の新商品開発及び販売事業

◆認定事業の概要
組合員が生産したえだまめ、アスパラガス、

山の芋の規格外品を原料に、食品事業者から要
望があるペースト加工品（枝豆ペースト、アス
パラガスペースト、山の芋ペースト）を製造・
販売することにより、雇用の創出と生産者の農
業所得の向上を図る。

株式会社 秋田白神食品
（秋田県三種町）

加工

ごぼう加工品の商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
当社構成員が生産したごぼうを原料に、新商

品（ごぼうの漬物、カットごぼう）を製造し、
秋田県内のスーパー、ホテル等への販売を行い、
規格外品の活用と開発商品の高付加価値化によ
り農業経営の安定化を図る。

平成２７年度 第１回認定

加工所と枝豆ペースト大日堂そば

株式会社 秋田食産
（秋田県美郷町）

加工・直売

自社栽培の大根・人参を使った漬物の通年販売事業

◆認定事業の概要
秋田名産漬物「いぶりがっこ」は夏から冬に

かけて需要に供給が追いつかない状況にあるこ
とから、自社生産したにんじん、だいこんを原
料に新商品（みさとの燻り漬け「ミックス」
「きざみ」「松前漬け」）を製造し、冷蔵保存
による通年販売に取り組み、経営の安定化と雇
用の拡大を図る。

漬物各種



秋田県 平成２７年度 第１回認定

株式会社 だいごの丘
（秋田県横手市）

加工・直売

自社栽培している米、大根、マコモダケを活用した加工品の製造と
販売事業

◆認定事業の概要
自社生産した米、だいこん、マコモダケを原

料に、健康面に着目した新商品（発芽玄米入り
の粥、だいこんの漬物、マコモダケの水煮）を
製造・販売することにより、安定的な収益の確
保と雇用の拡大を図る。

有限会社 モコ
（秋田県羽後町）

加工・直売

ねぎ・しいたけを利用した新商品開発及び加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産した菌床しいたけとねぎの規格外品

等を活用して新商品（しいたけの味噌煮・キム
チ・甘辛煮、スライスねぎ）を製造し、しいた
け加工品は直売所、スーパー等への販売、スラ
イスねぎは飲食店等への販売を行い、経営の多
角化と安定的な収益の確保を図る。

有限会社 折林ファーム
（秋田県由利本荘市）

加工・直売

自社生産した野菜を活用した加工事業（漬物、カット野菜、冷凍
カット野菜）及び販売事業

◆認定事業の概要
耕作放棄地の解消と自社で発生する鶏糞を使

用して生産する野菜の収量の増加とコスト削減
を図るとともに、漬物、カット野菜、冷凍カッ
ト野菜を製造し、食品販売事業者や地元学校給
食等への販売を行い、雇用の創出と経営の安定
化を図り、農業経営の改善を目指す。

平成２７年 ９月認定

マコモダケ
しいたけの甘辛煮

おふくろ漬（味噌漬）

有限会社 ゆめ企画須藤健太郎商店
（秋田県羽後町）

加工・直売

自社生産の大根を原料に、自然素材にこだわり、地域の伝統的な製
法を活用した商品の開発及び販売事業

◆認定事業の概要
自社及び委託で生産する大根を原料に、食品

添加物を使用しない自然素材にこだわった食べ
きりサイズの新商品（いぶり大根漬、いぶり大
根漬スライス）を開発し、取引先であるコープ
あきた等へ販売するほか、インターネットでの
販売を行うことで、新たな雇用の創出と経営の
安定を図る。

いぶり大根漬スライス



秋田県 平成２７年 ９月認定

農事組合法人 たねっこ
（秋田県大仙市）

加工

地場産野菜のペースト状加工商品等の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産する野菜、大豆を原料に、ペースト

状の野菜冷凍加工品（にんじん、カボチャ、ブ
ロッコリー）及びクラッシュ状の冷凍大豆加工
品を開発し、学校給食、病院・介護施設、食品
加工業者等への販売に取り組み、地元農産物の
付加価値の向上と生産、販売の拡大を図る。

農事組合法人 山楽里
（秋田県横手市）

加工・直売

自家生産の大根の加工品（漬物）「山内いぶり大根漬け」の新商品
の開発と販売

◆認定事業の概要
自組合生産のだいこんを用い、添加物を使わ

ない、食べ切り・使い切りサイズや味のバリ
エーションを増やした新商品（山内いぶり大根
漬けミニ、山内いぶり大根漬けスライス、山内
いぶり大根漬けキムチっこ）を開発し、卸売販
売、ネット販売を行うことにより、農業収入の
増大、雇用の場の創出を図る。

秋田おばこ農業協同組合
（秋田県大仙市）

レストラン

地場産農産物の枝豆、トマト等を用いた農家レストランメニューの
開発・販売

◆認定事業の概要
組合員が生産する枝豆、トマト、ブルーベ

リー、巨大胚芽米（金のいぶき）を用いて低カ
ロリーで栄養をバランス良く摂取できるレスト
ランメニューを開発し、開設する農家レストラ
ンで提供することにより、経営の多角化・安定
化を図り、地域農業の活性化と所得向上等を目
指す。

平成２８年 ２月認定

大豆クラッシュとにんじんペースト 山内いぶり大根漬け

農家レストラン

平成２８年 ２月認定

平成２８年 ７月認定

農事組合法人 八幡平養豚組合
（秋田県鹿角市）

加工・直売

ＨＡＣＣＰによる衛生管理の徹底と高付加価値化のための熟成製法
を用いた豚肉の製造・販売

◆認定事業の概要
自社豚の枝肉を、新たに整備するＨＡＣＣＰ

対応の加工施設で精肉加工を行い、高性能冷蔵
庫（保存期間の延長）の導入により、新たな製
法の精肉、熟成肉及び副産物（豚骨、豚脂）等
を製造し、店舗販売、卸売販売及びインター
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 時のゆめ（熟成肉）



秋田県 平成２９年 ７月認定

株式会社しらかみファーマーズ
（秋田県北秋田市）

加工

自社生産の大根を用いた新商品「いぶり大根漬け」の開発・販売

◆認定事業の概要
自社生産の大根の規格外品を用いて添加物を

使わない食べきりサイズのいぶり大根漬け
（ハーフ、スライス）とスライス業務用の商品
を開発し、食品卸会社や通販会社に販売するこ
とにより、所得の向上と雇用の創出を図る。

平成３０年 ５月認定

いぶり大根漬け（ハーフ）

秋田やまもと農業協同組合
（秋田県三種町）

加工・直売

地場産農産物のそらまめ等を用いたテンペ菌豆板醤の商品開発と製
造・販売

◆認定事業の概要
組合員が生産するそらまめを活用した豆板醤

商品を開発する。開発する豆板醤は、首都圏の
中華レストランオーナーシェフとの連携により、
発酵に用いる麹菌をテンペ菌に切り替え、原材
料を全て秋田県産とした安心・安全な商品で、
中華レントランやネット販売等を行って、そら
まめ部会員の所得向上を図る。

平成３０年 ８月認定

株式会社 渡彦農醸
（秋田県五城目町）

加工・直売

テロワール趣向の高い消費者をターゲットにした、町の象徴となる
日本酒（純米大吟醸）の開発・販売

◆認定事業の概要
自社で生産したあきたこまちを主原料とした日本酒
（純米大吟醸）を開発する。新商品は、冷酒にするこ
とでより米の味を感じてもらうため、あきたこまちの
精米歩合を45%にして、複数の酵母をブレンドするこ
とにより繊細できめ細かな純米大吟醸を表現する。
新商品開発は福禄寿酒造株式会社（五城目町）と連
携し、販売は自社が運営する販売施設兼カフェ「下タ
町醸し室HIKOBE」で行い、六次産業化の取組みを定
着させ農業経営の安定化を図る。

平成３０年 ９月認定

東商事株式会社
（秋田県大仙市）

加工・直売

自社生産のエゴマを使った低温圧搾によるエゴマ油の開発・製造・
販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産したエゴマを自社工場で実の乾燥

や低温圧搾による搾油等を一貫作業し、酸化な
どの品質劣化や栄養分減少の防止を図り、高品
質のエゴマ油を生産する。
販売は、地元物産館やスーパー等に行うほか、

自社ホームページによるインターネット販売や
空港、駅等にも販路を拡大させる。



秋田県 平成３０年１２月認定 令和元年 ９月認定

株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会
（秋田県大潟村）

加工・直売・
輸出

生産した米を原料に秋田県独自の糀「あめこうじ」を製造し、それ
を使用した甘酒の開発・製造・販売

◆認定事業の概要
会員が生産した米で製造した秋田県独自の

糀「あめこうじ」を原料に、甘酒、乳酸菌入り
甘酒及び甘酒フリーズドライを製造し、大手量
販店と連携して販売することで、秋田県の発酵
文化の普及と大潟村産米の消費拡大に繋げると
ともに、海外への輸出も行い、経営の安定化と
雇用の増加を図る。

秋田グリーンサムファーム株式会社
（秋田県潟上市）

加工・直売

自社生産したブドウの観光農園とレーズン、ゼリー等の加工品製
造・販売事業

◆認定事業の概要
体験型観光施設として、摘み取ったブドウ

を欲しい量に応じて販売する摘み取り販売方式
のブドウ観光農園を運営するとともに、付加価
値を高めた果物加工品のレーズン、ジャム等、
ゼリー、ブドウソフトクリームを開発し、自社
直売所、道の駅、インターネット等で販売して
経営の安定化を図る。

令和元年１２月認定

有限会社 まこと農産
（秋田県秋田市）

加工・直売

健康志向の消費者向けの新商品キクイモを原料とした「燻り麦酒
（ビール）漬け」の開発・販売

◆認定事業の概要
自社商品のラインアップ拡大を図るため、

糖の吸収を穏やかにするなど機能性が注目され
るきくいもを生産し、それを原料とした「燻り
麦酒（ビール）漬け」を開発し、健康志向の高
い消費者をターゲットにした販売展開を目指す。

令和２年 ９月認定

すまっこふぁーむ 梅川 尚季
（秋田県美郷町）

加工・直売

ウイスキーやチーズの味わいを引き立てる「Smoke Gakko」の製
造・販売

◆認定事業の概要
お酒の嗜みに合うおつまみとして消費者

ニーズに応えるべく、甘さを控え、ウイスキー
感を濃いめに改良した商品や、どんなお酒にも
合うプレミアム感のある商品として、自宅やア
ウトドアにも手軽なDRYのSmoke Gakkoを
開発・販売する。また、美郷ブランド認定商品
として地域振興に貢献する。



秋田県 令和３年５月認定

でんろく 田中伸夫
（秋田県大館市）

加工・直売

農福連携の取り組みによるいぶりがっこの製造・販売事業

◆認定事業の概要
化学肥料を使用しない有機循環型農業によ

り大根を生産し、いぶりがっこを製造・販売し
それらの生産から販売まで障がい者就労支援
施設と連携し、障がい者の就労機会の拡大と労
賃収入の向上を図り、地域の障がい者福祉に貢
献する。



中山町

庄内町
三川町

米沢市

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

上山市

村山市

長井市
南陽市

山辺町

河北町西川町

朝日町

大江町

大石田町

金山町

舟形町

真室川町

大蔵村

鮭川村

戸沢村

高畠町川西町
小国町

白鷹町

飯豊町

遊佐町

山形市

天童市

東根市

尾花沢市

最上町

【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。



【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

会津若松市
郡山市

いわき市白河市

須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市

田村市

南相馬市

伊達市

川俣町

大玉村

天栄村下郷町

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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