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■農商工等連携促進法に基づく「農商工等連携事業計画」認定一覧表
令和４年２月10日現在

計画実施期間

開始日

業種 事業者名 終了日

中小企業者 株式会社ゆう幸 秋田県秋田市 R4.4.1

中小企業者 くら吉有限会社 秋田県仙北市 R9.3.31

農林漁業者 佐々木　雄幸 秋田県南秋田郡五城目町

中小企業者 佐竹物産株式会社 山形県山形市 R3.4.1

農林漁業者 井澤　紋庸 山形県村山市 R8.3.31

中小企業者 株式会社元氣屋 秋田県北秋田市

農林漁業者 株式会社しらかみファーマーズ 秋田県北秋田市 R3.2.12

農林漁業者 農事組合法人ぬかさわ 秋田県北秋田市 R7.10.31

農林漁業者 えつりファーム株式会社 秋田県大館市

農林漁業者 農事組合法人樹海ドーム北ファーム 秋田県大館市

中小企業者 グロースパートナーズ株式会社 岩手県宮古市 R2.12.1

農林漁業者 しあわせ乳業株式会社 岩手県宮古市 R7.11.30

中小企業者 有限会社三陸とれたて市場 岩手県大船渡市 R2.3.1

農林漁業者 三陸漁業組合生産組合 岩手県大船渡市 R7.1.31

中小企業者 自然食ねっと株式会社 青森県むつ市 R1.10.11

農林漁業者 ＮＦ青森協同組合 青森県むつ市 R6.3.31

中小企業者 有限会社味の農園 山形県酒田市 H31.2.8

農林漁業者 ベジパレット 山形県鶴岡市 R6.1.31

中小企業者 株式会社純華 山形県鶴岡市 H30.7.1

農林漁業者 増坂農場 山形県鶴岡市 H25.6.30

中小企業者 株式会社ゆう幸 秋田県秋田市 H30.4.1

中小企業者 くら吉有限会社 秋田県仙北市 R5.3.31

農林漁業者 たじゅうろう農園 秋田県北秋田郡上小阿仁村

中小企業者 なんぶ農援株式会社 青森県三戸郡南部町 H30.4.1

農林漁業者
特定非営利活動法人
青森なんぶの達者村

青森県三戸郡南部町 R4.12.31

079 R3.2.12
3D立体型パッケージ開発とバーチャル収穫体験により高付加価
値化したさくらんぼ新品種等の国内外販路開拓

No
認定日 事業名

080 R4.2.10
高付加価値なラズベリー菓子開発による「WA・GA・SHI」の国内
外市場開拓と、その実現に向けて取り組む“高質秋田産ラズベ
リー”の生産体制確立及び産地ブランド化推進事業

連携事業者

077 R2.10.9
完全自然放牧で育まれたヤギミルクと牛乳を活用した乳製品の
開発と市場開拓

078 R3.2.12

076 R2.2.14
スマート漁業とCAS冷凍・独自パック技術の融合による業務用個
食お造りパック等の開発販売

高質な「あきたしらかみにんにく®」を使用して取り組む、個客の
要望に合わせた業務用加工品及び先駆性のある家庭用加工品
の製造及び販売

075 R1.10.11
有機JAS認証農産物を使用した安全安心で美味しさを追求した
加工品（カットサラダ、ピクルス、温野菜セット等）の開発、販路開
拓及びブランド構築

074 H31.2.8
月山人参と庄内産有機玄米を使用した「玄米入り月山人参
ジュース」の開発と販路開拓事業

073 H30.6.8
山形県産米を原料とするオカラ白味噌風味ソースのフランス現
地生産と販路開拓事業

072 H30.2.9
高品質な「食用ほおずき」の特徴を生かした「涼味菓子」等の開
発、販売

071 H30.2.9
青森県南部町が主産地のゼネラル・レクラーク（西洋梨）、アンズ
を使ったドライフルーツ、ピューレ、ゼリーの開発、製造、販売及
びブランド構築事業

所在地
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計画実施期間

開始日

業種 事業者名 終了日
No

認定日 事業名
連携事業者

所在地

中小企業者 まるい食品株式会社 山形県鶴岡市 H29.10.13

農林漁業者 庄内こんにゃく芋生産組合 山形県鶴岡市 R4.10.12

中小企業者 新栄水産有限会社 山形県酒田市 H29.6.9

農林漁業者 山形県漁業協同組合 山形県酒田市 R4.4.30

中小企業者 株式会社吉田レミコン 青森県八戸市 H29.4.1

農林漁業者 須藤　勇一 宮城県登米市 R3.12.31

中小企業者 株式会社東北農都共生総合研究所 宮城県仙台市 H29.4.1

農林漁業者 小川原湖漁業協同組合 青森県上北郡東北町 R4.3.31

中小企業者 あおもり藍産業協同組合 青森県青森市 H29.4.1

農林漁業者 農事組合法人羽白開発 青森県青森市 R4.3.31

中小企業者 株式会社福膳 宮城県刈田郡蔵王町 H28.11.1

農林漁業者 株式会社蔵王あすなろファーム 宮城県刈田郡蔵王町 R3.7.31

中小企業者 有限会社サンマモルワイナリー 青森県むつ市 H28.4.1

農林漁業者
農事組合法人
青森県ぶどう生産貯蔵組合

青森県南津軽郡田舎館村 R3.3.31

中小企業者 株式会社草新舎 宮城県石巻市 H27.11.1

農林漁業者 豊後青莚工房 大分県国東市 R2.8.31

農林漁業者 七島藺工房　倖 大分県国東市

中小企業者 株式会社肉のふがね 岩手県岩手郡岩手町 H27.7.6

農林漁業者 中村　鉄男 岩手県盛岡市 R2.3.31

中小企業者 合名会社高砂屋商店 福島県河沼郡会津坂下町 H26.7.7

農林漁業者 株式会社米ハウス 福島県河沼郡会津坂下町 H30.12.31

中小企業者 株式会社ワタスイ 福島県須賀川市 H26.8.1

農林漁業者 すかがわ岩瀬農業協同組合 福島県須賀川市 H31.3.31

中小企業者 株式会社ゆう幸 秋田県大仙市 H26.7.7

農林漁業者 赤倉栗園 秋田県仙北市 R1.5.31

中小企業者 マルヒ食品株式会社 宮城県大崎市 H26.8.1

農林漁業者 鈴木要 宮城県大崎市 H31.3.31

農林漁業者 浦上和子 宮城県大崎市

070 H29.10.13
山形県産「こんにゃく芋」を１００％原料にした新商品開発と産地
ブランド化

069 H29.6.9
山形県庄内浜で水揚げされた金頭(かながしら）を使った調味料
等の商品開発と販路開拓

068 H29.2.3
土壌改良資材｢リコ・ソイル｣を活用したブランド農産物の商品化
と販路開拓

067 H29.2.3
小川原湖産モクズガニを活用した、調味オイル等の開発、製造
及び販路開拓

066 H29.2.3
「あおもり藍」から抽出した機能性成分を使った商品による新た
なブランド構築事業

065 H28.10.14
蔵王産カズザキヨモギを使用した機能性表示食品｢蔵王産ヨモ
ギ・いちじくゼリー｣の開発及び販路開拓

064 H28.2.3
スチューベンを使用したシャンパーニュ方式によるスパークリン
グワインの開発、製造、販売

063 H27.10.14
鋭角・変形加工を可能にする新技法と大分県国東産七島藺によ
る自然素材デザイン畳の開発・販路開拓事業

062 H27.7.6
岩手県産日本短角種の特性を活かした熟成牛肉加工品の開
発・販売とブランド構築

061 H26.7.7
会津伝統野菜『慶徳玉葱』を活用した発酵調味料の開発と販路
開拓

060 H26.7.7
日本初、オール国産原料を活用した栄養価の高い和製シリアル
の開発、製造及び販路拡大

059 H26.7.7
安全で高品質な善兵衛栗（西明寺栗）を使用した高価値な栗菓
子の開発・製造・販売

058 H26.7.7
宮城県大崎産食材による“汁物郷土料理”のレンジアップ商品お
よび業務用食材キットの開発・販売事業
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計画実施期間

開始日

業種 事業者名 終了日
No

認定日 事業名
連携事業者

所在地

中小企業者 三和油脂株式会社 山形県天童市 H26.2.3

農林漁業者 天童市農業協同組合 山形県天童市 H30.5.31

農林漁業者 こまち農業協同組合 秋田県湯沢市

中小企業者 カネショウ株式会社 青森県弘前市 H26.4.1

農林漁業者 津軽みらい農業協同組合 青森県平川市 H31.3.31

中小企業者 株式会社門崎 岩手県一関市 H26.2.3

農林漁業者 高源精麦株式会社 岩手県花巻市 H30.9.30

中小企業者 合資会社大和川酒造店 福島県喜多方市 H26.3.1

農林漁業者 有限会社大和川ファーム 福島県喜多方市 H30.6.30

中小企業者 株式会社千秋堂 岩手県盛岡市 H26.2.3

農林漁業者 有限会社ファーム菅久 岩手県岩手郡雫石町 H30.11.30

中小企業者 日本一フード秋田株式会社 秋田県横手市 H25.10.16

中小企業者 株式会社日本一 千葉県野田市 H30.4.30

農林漁業者 ニイブロ株式会社 新潟県新発田市

中小企業者 新栄水産有限会社 山形県酒田市 H25.7.8

農林漁業者 山形県漁業協同組合 山形県酒田市 H29.4.30

中小企業者 日南工業株式会社 秋田県にかほ市 H25.7.8

農林漁業者 秋田県漁業協同組合 秋田県秋田市 H29.11.30

中小企業者 伊達物産株式会社 福島県伊達市 H25.4.1

農林漁業者 高橋芳枝 福島県伊達市 H30.3.31

中小企業者 株式会社スパン・ライフ 青森県八戸市 H25.2.4

農林漁業者 工藤三千輝 青森県つがる市 H29.12.31

中小企業者 有限会社半澤鶏卵 山形県天童市 H24.3.1

中小企業者 斉加商店 山形県天童市 H29.2.28

農林漁業者 出羽の郷しあわせファーム株式会社 山形県天童市

中小企業者 深野酒造株式会社 熊本県人吉市 H24.4.1

農林漁業者 みどりの農業協同組合 宮城県遠田郡美里町 H29.3.31

057 H26.2.3
新油糧米「金のいぶき」を原料にしたプレミアム米油及び関連商
品の開発と販売

056 H26.2.3
新ブランド「津軽の桃」を活用した食酢、高級調味料の開発、販
売事業

055 H26.2.3
岩手県産の銘柄豚（白金豚）と銘柄牛（いわて南牛等）と自社開
発の塩麹の組合せによる「オールいわてプレミアム焼成ハン
バーグ（仮称）」等の開発・製造と販路開拓

054 H26.2.3
高品質で飲みごたえのある本格派の発泡性日本酒『純米大吟
醸活性うすにごり』の開発と販路開拓

053 H26.2.3
岩手県産の食材（農林水産物等）を原材料に使用し、健康志向
に対応した安全・安心・高品質で“和風のご当地スイーツ”となる
「ゆべし」の開発、製造及び販売

052 H25.10.16
消費者の「健康志向」と「経済性志向」に対応するハーブ鶏（鳳
潤ハーブ鶏）を使用した、安全、高品質、低価格な鶏肉加工食品
の開発、製造及び販売

051 H25.7.8 「あみえび醤油」（魚醤）と関連商品の開発とブランド化事業

050 H25.7.8
地域のシンボル的地魚である鱈の低利用魚を原料に用いた魚
醤（「鱈しょっつる」）等の開発・生産・販売及びご当地調味料とし
てのブランド化

049 H25.2.4
プロフェッショナル向けの「プレミアム鶏（Ｐｒｅ　Ｄaｔｅ）」の開発と
普及販売

048 H25.2.4
カーボンオフセット農法による「氷温ニンニク」を活用した黒ニン
ニクサプリメント、調味料等の開発、販路開拓事業

047 H24.2.3
安全性に配慮した飼料で育てた「純国産鶏」を使った新たなス
ナック感覚の鶏肉加工食品の開発と販路開拓

046 H24.2.3
米どころ宮城大崎の米と熊本人吉「球磨焼酎」の土甕製法でつく
る本格米焼酎の開発・販売
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計画実施期間

開始日

業種 事業者名 終了日
No

認定日 事業名
連携事業者

所在地

中小企業者 有限会社田向商店 青森県青森市 H23.7.1

農林漁業者 三厩村漁業協同組合 青森県東津軽郡外ヶ浜町 H28.6.30

中小企業者 有限会社しぶや 山形県東根市 H23.11.1

農林漁業者 山形県漁業協同組合 山形県酒田市 H27.5.31

中小企業者 有限会社グローバルアイ 山形県鶴岡市 H23.10.1

農林漁業者 菅原賢信 山形県鶴岡市 H28.9.30

中小企業者 株式会社環境ビジネスエージェンシー 東京都千代田区 H23.3.1

農林漁業者 有限会社仲田種苗園 福島県石川郡石川町 H26.8.31

中小企業者 有限会社たくみまさの 山形県最上郡金山町 H23.3.1

農林漁業者 最上広域森林組合 山形県最上郡真室川町 H26.4.30

中小企業者 畳屋道場株式会社 山形県寒河江市 H23.3.1

農林漁業者 下永辰也 熊本県八代市 H28.2.28

中小企業者 グリーンライブ株式会社 宮城県栗原市 H23.3.1

農林漁業者 アグリ園ミヤウチ 宮城県栗原市 H27.4.30

中小企業者 株式会社エピ 岩手県花巻市 H23.3.1

農林漁業者 有限会社盛川農場 岩手県花巻市 H26.9.30

中小企業者 株式会社福島屋 青森県青森市 H23.3.1

農林漁業者 農事組合法人あづま 青森県上北郡七戸町 H27.2.28

中小企業者 株式会社舘山 青森県青森市 H22.10.1

農林漁業者 有限会社まごころ農場 青森県弘前市 H27.4.30

中小企業者 タムラ電子株式会社 福島県いわき市 H22.3.1

農林漁業者 小名浜機船底曳網漁業協同組合 福島県いわき市 H25.6.30

中小企業者 遠野産業振興事業協同組合 福島県いわき市 H22.3.1

農林漁業者 株式会社いわき遠野らぱん 福島県いわき市 H26.3.31

中小企業者 有限会社戸田屋 山形県山形市 H22.3.1

農林漁業者 有限会社みさおちゃんファーム 山形県西村山郡河北町 H25.5.31

中小企業者 秋田印刷製本株式会社 秋田県秋田市 H22.3.1

農林漁業者 伊藤巧一 秋田県秋田市 H26.3.31

045 H24.2.3
資源管理によるアブラツノザメを利用したサメ肉加工品、肝油
ソープ、クリームなどを開発、販売するサメ総合利用事業の実施

044 H23.9.30
山形県庄内産地魚を活用した「やまがた天然地魚漬け」の開発
とブランド化事業

043 H23.9.30
山形県庄内地方の「最上紅花若菜」を使った粉末健康飲料の開
発・製造の事業化

取消 H23.2.8
生物多様性を重視した３Ｄ対応(エクステリア・壁面・屋上)緑化シ
ステムの開発とブランディング・販路開拓

042 H23.2.8
“最上杉”の間伐材を利用した、組立て自在なエクステリア（パー
ゴラ等）の開発

041 H23.2.8
熊本県八代産「い草」による高品質な国産畳表を使った新たな
国産畳の企画開発とその施工販売ネットワークの構築

040 H23.2.8
地場野菜の旨みを生かした漬物のセミドライ加工食品の開発・
製造と販路拡大

039 H23.2.8
岩手県産小麦を活用した簡単・短時間で調理可能な長期保存半
焼成パン等の開発と販路開拓

038 H23.2.8 青森県産原料を用いたこんにゃく食品の開発、製造及び販売

037 H22.9.29
遊休地で栽培するよもぎ、柏、笹を使用した、高品質、安全・安
心な菓子製造原料の製造・販売

036 H22.2.10
小名浜港水揚げのサンマを使ったソフトで薫り高い“旬なサンマ
燻”の開発・販路開拓

035 H22.2.10
いわきの太陽と天然酵素を使った肥料で育てた“自然派トマト
ソース”の開発・販売促進

034 H22.2.10
山形県産『白小豆』・『大納言小豆』を使用した新たな地元定番
和菓子の開発及び販路開拓事業

033 H22.2.10
包装開発と地元農家米の栽培管理により高付加価値化した「単
一農家米」の販路拡大
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認定日 事業名
連携事業者
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中小企業者 食菜八幸 青森県黒石市 H22.3.1

農林漁業者 株式会社東北有機リサイクル 青森県上北郡東北町 H26.12.31

中小企業者 株式会社武田庄二商店 山形県山形市 H21.11.1

中小企業者 高畠ワイン株式会社 山形県東置賜郡高畠町 H25.6.30

農林漁業者 鈴木徹雄 山形県東村山郡中山町

中小企業者 株式会社グリーンマン 宮城県大崎市 H21.11.1

農林漁業者 宮城県漁業協同組合鳴瀬支所 宮城県東松島市 H25.5.31

中小企業者 株式会社貝茶舗 宮城県大崎市 H21.11.1

農林漁業者 佐藤正弘 岩手県一関市 H25.3.31

中小企業者 株式会社南部美人 岩手県二戸市 H21.11.1

農林漁業者 黒石梅の里生産組合 岩手県奥州市 H25.9.30

農林漁業者 新岩手農業協同組合 岩手県岩手郡滝沢村

中小企業者 田子かわむらアグリサービス有限会社 青森県三戸郡田子町 H21.11.1

農林漁業者 宇藤正悦 青森県三戸郡田子町 H26.6.30

中小企業者 株式会社いわきチョコレート 福島県いわき市 H21.7.1

農林漁業者 農業生産法人有限会社伊達水蜜園 福島県伊達市 H25.3.31

中小企業者
株式会社ジェイエイあぐり
すかがわ岩瀬

福島県須賀川市 H21.7.1

農林漁業者 すかがわ岩瀬農業協同組合 福島県須賀川市 H26.2.28

中小企業者 株式会社ダイゴ 福島県喜多方市 H21.7.1

農林漁業者 株式会社ダイゴ農園 福島県喜多方市 H25.3.31

中小企業者 山形県農村工業農業協同組合連合会 山形県酒田市 H21.7.1

農林漁業者 山形県漁業協同組合 山形県酒田市 H25.3.31

中小企業者 株式会社黒田吉五郎商店 山形県天童市 H21.8.1

農林漁業者 佐藤武志 山形県天童市 H24.7.31

中小企業者 八峰白神自然食品株式会社 秋田県山本郡八峰町 H21.7.1

中小企業者 株式会社鈴木水産 秋田県山本郡八峰町 H26.3.31

農林漁業者 秋田県漁業協同組合 秋田県秋田市

032 H22.2.10
青森の健康・栄養３根菜（ヤーコン、菊芋、アピオス）を活用した
安心・安全、おいしい「雪むろ漬物」の開発・販売

031 H21.10.27
山形県中山町特産豊田すももを活用した“すももスパークリング
ワイン”の開発

030 H21.10.27
カキ殻を低温乾燥したミネラル豊富なカルシウム肥料『蛎右衛
門』の製品化

029 H21.10.27
減農薬・減化学肥料の古代米を活用した餡と菓子類の開発・販
売

028 H21.10.27 岩手の果実を活用した糖類無添加リキュールの事業化

027 H21.10.27
田子産にんにくを低温熟成処理した「琥珀にんにく」加工品の製
造・販売

026 H21.6.30
福島産紅玉りんごをはじめとした果実と高級チョコレートとのコラ
ボレーションによる、新しいギフト商品の開発及びブランド化

025 H21.6.30
｢特別栽培米コシヒカリ1等胚芽米｣による、新カテゴリー甘味料
の開発・販売とブランド確立

024 H21.6.30
病院給食・在宅療養食・介護食へのソリューション「個別患者・個
別症状対応型　指定栄養食の配食サービス」

023 H21.6.30
飛島の炭火焼とび魚を使った「絶品あごだし」の商品開発と販路
開拓

022 H21.6.30
王将野菜を常温乾燥した加工品（料理具材、乾燥漬物、郷土料
理セットなど）の開発と販路開拓

021 H21.6.30
天然塩・白神乳酸菌・白神こだま酵母による自然食品調味料を
用いたハタハタ加工食品の開発・販売
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中小企業者 秋田銘醸株式会社 秋田県湯沢市 H21.7.1

農林漁業者 こまち農業協同組合 秋田県湯沢市 H26.3.31

中小企業者 株式会社プロジェクト・エム 宮城県仙台市 H21.7.1

農林漁業者 佐藤公一 岩手県一関市 H26.3.31

中小企業者 株式会社ダイチ 宮城県栗原市 H21.7.1

農林漁業者 関村清幸 宮城県栗原市 H25.2.28

中小企業者 有限会社黒石納豆 青森県黒石市 H21.7.1

農林漁業者 有限会社エコ・ネット 青森県弘前市 H26.5.31

中小企業者 有限会社餡のおおすか 福島県会津若松市 H21.3.1

農林漁業者 羽染藤吉 福島県大沼郡昭和村 H25.6.30

中小企業者 株式会社寒河江屋 山形県寒河江市 H21.3.1

中小企業者 東北ぼんち製菓株式会社 山形県寒河江市 H25.6.30

農林漁業者 鈴木耕二 山形県寒河江市

中小企業者 有限会社フラワート 秋田県由利本荘市 H21.3.1

農林漁業者 有限会社あぐり大内 秋田県由利本荘市 H25.6.30

農林漁業者 農事組合法人羽後フラワーファーム 秋田県雄勝郡羽後町

中小企業者 奥田建設株式会社 宮城県仙台市 H21.4.1

農林漁業者 加美町わさび生産組合 宮城県加美郡加美町 H25.8.31

中小企業者 有限会社パレット 宮城県栗原市 H21.3.1

農林漁業者 株式会社愛宕産土農場 宮城県栗原市 H24.7.31

中小企業者 有限会社峰の雪酒造場 福島県喜多方市 H20.12.1

農林漁業者 有限会社ハニー松本 福島県会津若松市 H25.9.30

中小企業者 合名会社大木代吉本店 福島県西白河郡矢吹町 H20.10.1

農林漁業者
農業生産法人
有限会社白河園芸総合センター

福島県白河市 H25.3.31

中小企業者 株式会社淡路製粉 秋田県潟上市 H21.1.1

農林漁業者 平野久悦 秋田県潟上市 H23.12.31

中小企業者 株式会社中村醸造元 青森県南津軽郡藤崎町 H20.12.1

農林漁業者 株式会社黄金崎農場 青森県西津軽郡深浦町 H25.11.30

020 H21.6.30
地域で流通する加工用米を用いたトレーサビリティー清酒『まる
ごと秋田清酒』の開発

019 H21.6.30 「高機能桑茶、桑茶パウダーの開発・製造・販売」の事業化

018 H21.6.30
漢方草飼料肥育による“くりこま漢方和牛”の生産・販売とブラン
ドの確立

017 H21.6.30
地元で栽培された黒大豆と温泉ミネラル水を使った新食感温泉
納豆の製造販売

016 H21.2.17
あんこ革命｢新食感・新形状 餡ペースト商品｣の開発・販売とブラ
ンド確立

015 H21.2.17
山形県産特別栽培・新銘柄米から生まれた新製法・プレミアム
米菓の開発・販売

014 H21.2.17
秋田産花材によるプリザーブドフラワーの生産及び国内外向け
販売事業

013 H21.2.17
生ワサビの販路拡大及びワサビ加工品開発等による「薬莱ワサ
ビ」のブランド化

012 H21.2.17
ゆでたての色と香りと食感を最大限生かした「栗原特選ずんだ」
の製品開発と販路拡大事業

011 H20.11.28
会津産栃の木の蜂蜜による国産ミード酒（蜂蜜酒）Aizu Meadの
開発とブランディング

010 H20.11.28
一品二役｢旨み｣と｢甘味｣を併せ持つ｢超甘口料理酒｣の開発・販
売と料理酒ブランドの確立

009 H20.11.28 秋田県産新規需要米を使った用途別米粉の開発と販路開拓

008 H20.11.28
醸造蔵より半径５０マイル(80km)以内で収穫された小麦・大豆を
使用した本格醤油の開発
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中小企業者 株式会社川俣町農業振興公社 福島県伊達郡川俣町 H20.10.1

農林漁業者 有限会社川俣シャモファーム 福島県伊達郡川俣町 H25.3.31

中小企業者 まがら洋菓子研究所有限会社 福島県双葉郡双葉町 H20.10.1

農林漁業者 株式会社シュトラウス 福島県双葉郡双葉町 H25.9.30

中小企業者 月山酒造株式会社 山形県寒河江市 H20.10.1

農林漁業者 土田耕二郎 山形県西村山郡西川町 H23.9.30

中小企業者 株式会社べジ＆フルあきた 秋田県鹿角市 H20.10.1

農林漁業者 有限会社栄物産 秋田県北秋田市 H25.8.31

中小企業者 株式会社メルコレディ 秋田県湯沢市

農林漁業者 菅忠一郎 秋田県湯沢市

農林漁業者 小嶋清博 秋田県湯沢市 H20.10.1

農林漁業者 小嶋永一 秋田県湯沢市 H25.3.31

農林漁業者 石成健太郎 秋田県湯沢市

農林漁業者 高橋清太郎 秋田県湯沢市

農林漁業者 高橋正蔵 秋田県湯沢市

中小企業者 有限会社真木沢ミートピア 岩手県北上市 H20.10.1

農林漁業者 有限会社ありす畜産 岩手県気仙郡住田町 H25.1.31

中小企業者 株式会社ディメール 青森県八戸市 H20.10.1

農林漁業者 十和田おいらせ農業協同組合 青森県十和田市 H25.2.28

007 H20.9.19
「川俣シャモ」のおいしさを最高に引き出した新しい食味の焼き
加工品の開発

001 H20.9.19
青森県下北地方の低アミロース米「ゆきのはな」と地元産魚介類
を使った新食感の冷凍押し寿司の開発、製造及び販売

003 H20.9.19
『新規需要米』生産者と連携した、１００％あきたこまち使用の高
品質でトレーサビリティの明確なこめ麺の開発

002 H20.9.19
四原種配合豚を肉原料として100％使った新食感あらびきハン
バーグの製造・販売

004 H20.9.19
秋田県産の地域素材（菜の花、山菜、ハーブなど）を活かした高
付加価値な加工商品(香味オイル、ドレッシング)の開発及び販
路開拓

006 H20.9.19
ダチョウ卵の特性を活かした新食感スイーツブランドの構築並び
に需要の拡大事業

005 H20.9.19
日本酒醸造技術を利用した「こくわ」リキュールの商品開発及び
販路開拓事業
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