
 

 

                             平成２９年８月１０日 

                                                           中 部 経 済 産 業 局          

中部の「地域産業資源活用事業計画」 

平成２９年度第１回認定について 

 

中部経済産業局では、平成１９年６月に施行された「中小企業による地域産

業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（中小企業地域資源活用促進

法）」に基づき、平成２９年度第１回の認定として、「地域産業資源活用事業

計画」１０件の認定を行いました。 

 

１．本事業は、中小企業者が、産地の技術、農林水産品、観光資源といった地

域の特徴ある産業資源を活用して、商品、サービスの開発や需要の開拓を

目指す取組を支援しており、平成２９年度第１回として地域産業資源活用

事業計画を１０件認定しました。（各認定計画の概要は別紙のとおり） 

 

２．中部経済産業局では、平成２９年２月までに３０５件の事業計画を認定し

ており、今回の認定により法施行後の当局認定件数は３１５件となります。 

 

３．認定案件については、（独）中小企業基盤整備機構中部本部または北陸本

部の専門家等により、事業化までのフォローアップが実施されます。 

 

４．事業計画の認定を受けた事業者は、事業計画に基づく試作品開発や販路開

拓に対する補助金、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例、中小企

業投資育成株式会社の特例、専門家によるアドバイス等の各種支援施策を

受けることが可能となります。 

 

（参考情報） 

・地域産業資源活用支援事業 

   http://www.chubu.meti.go.jp/c81katsuyou/index.html 

 

（お問い合わせ先） 

中部経済産業局 産業部 経営支援課長 吉岡 

担 当：田中 

電 話：０５２－９５１－０５２１（直通） 

ＦＡＸ：０５２－９５１－９８００ 

 

http://www.chubu.meti.go.jp/c81katsuyou/index.html


番号 地域名 法人番号 本事業商品写真 事業テーマ 事業概要

【活用する地域資源】
伝統的工芸品（山中漆器）

1

株式会社真田製あん
石川県
金沢市

4220001003083

石川県
加賀市

平成２９年度　第１回地域産業資源活用事業計画認定事業一覧

事業者名

エコ意識の高まりを背景とした詰め替え用製品の普及を踏まえ、山中
漆器塗装や蒔絵等の加工技術を活用したシャンプ、リンス詰め替えボト
ルの試作開発と販路拡大を行う。山中漆器の持つ蒔絵技術は清潔感と
高級感を持ち、ボトルへの表面加工は、水に強く、防汚性、防かび性に
優れ、併せて浴室内に癒やし空間を創造するインテリア的な機能を持
たせることができる。

3

山中漆器の塗りと蒔
絵の生産技術を活か
したサニタリー雑貨の
製造・販売事業

「あん」に合う地域農産品を選定・配合し、味、食感、色等に工夫を重ね
たあんスプレッド（塗って食するペースト状の食品）の開発・販路開拓を
行う。無添加・無着色の安全・安心に徹底した商品で、独特のなめらか
さと新しい食感を併せ持ち、.ヨーグルトやアイスクリームなど一般家庭
の食卓のいろんな場面での活用を提案することで、女性や観光客に向
けて販路の拡大を行っていく。【活用する地域資源】

和菓子

2

守田漆器株式会社
石川県
加賀市

山中漆器の技術を活
用した天然木製照明
器具の試作開発・販
売事業

ケヤキ、ミズメザクラの天然木に、山中漆器の薄引きや加飾引き等加
工技術を施した、吊り下げ型のランプシェードの試作開発と販路拡大を
図る事業。非常に薄く、かつ木目が美しく透けて見え、木の持つぬくもり
が十分に伝わるような製品を目指す。ＬＥＤランプの着装を前提に、熱
による木の変形を克服する。また、吊り下げ型の「ウスビキライト」に加
え、ＵＳＢ接続や電池式のスタンド型の商品を開発し、ラインナップの充
実を図っていく。

和菓子の製あん技術
を活用したあんスプ
レッド（新しいあんこ）
の製造販売事業

【活用する地域資源】
伝統的工芸品（山中漆器）

有限会社素地のナカジマ
（共同申請：
　株式会社NAKAJI PAINT
WORKS）

4

北陸化成株式会社
石川県
白山市

清酒（加賀菊酒)を配
合した入浴剤の製造・
販売事業

【活用する地域資源】
清酒

5

TOWAKOメディカルコスメティック株
式会社

石川県
能美市

石川県産のぶどうに
よるワイン酵母抽出液
を原料としたエイジン
グケア化粧品等の製
造・販売事業【活用する地域資源】

ぶどう

8220001013599

9220002012517
（8220001021024

）

1220001006287

1220001017193

お酒を入れて入浴する日本酒風呂は、保温・保湿効果、新陳代謝の促
進、美白効果、老化防止等に効果があると言われている。本事業は、
白山の温泉の成分をベ－スに、地元の名水である白山の伏流水を使
用した清酒（加賀菊酒）を配合した粉末状の入浴剤の試作開発と販路
拡大事業である。粉状であるため、非常に軽く、ＳＡ・ＰＡ等でお土産の
販売としても適している。

能登ブドウのワイン製造工程から発生するワイン澱から独特の技術に
よって抽出されたワイン酵母エキスが持つ有効成分を活用して、美容効
果に着目した化粧品の試作開発を行う。ワイン酵母には、細胞賦活作
用、抗酸化作用、保湿効果等があり、エイジングケアに関心のある消費
者に対し、自社独自ブランドとして、販路拡大を行う。

（別紙） 

山中ウスビキライト 

湯けむり浪漫 白山 

ＳＯ－Ｑ ＳＴＹＬＥ 

金澤あんスプレッド 

 Laviejo（ラヴィージョ） 



番号 地域名 法人番号 本事業商品写真 事業テーマ 事業概要事業者名

現代人の良質なライフ
スタイルに資する瓦製
インテリア製品等の開
発・製造・販売事業

瓦の持ついぶし銀色の素材感、瓦の重み、重量感を最大限に引き出す
独特フォントデザインを用いた「アルファベット・数字」の瓦製インテリア
オブジェを開発・製造する。本商品と相性が良い西海岸風インテリア・ス
タイルを基調とする「ライフスタイル提案型ストア」を中心に、販路拡大を
行う。【活用する地域資源】

三州瓦

10

有限会社山藤
三重県

南伊勢町
8190002010847

常温保存ですぐに食
べられる鮮魚等の串
干物製造・販売事業

地元南伊勢で獲れた鮮魚に、焼成加工・高温高圧殺菌処理を行うこと
により、長期常温保存を可能にした串干物の製造・販売を行う。真空包
装したままボイル、レンジですぐに食べられ、しかも串に刺した非常に食
べやすい加工であることから、ギフト市場でのさらなる浸透度を高め、さ
らに飲食店等やOEMなどでの取引拡大を目指すとともに、南伊勢ブラン
ドの認知度を高めていく。【活用する地域資源】

伊勢志摩の干物

9

有限会社岩月鬼瓦
愛知県
高浜市

7180302020382

7

郡上八幡麦酒こぼこぼ
岐阜県
郡上市

郡上の水を原料とした
クラフトビール製造・
販売事業

【活用する地域資源】
郡上の水

－

8

ヤマキ電器株式会社
愛知県

尾張旭市

瀬戸焼の生産技術を
活用した焼結石英ガ
ラスのオーディオ用イ
ンシュレーターおよび
オーディオ関連部品
等の製造・販売事業【活用する地域資源】

瀬戸焼

9180001079339

石英ガラスは、オ－ディオに使われるインシュレ－タ－としては高級素
材。原料に工夫を加え、高圧プレスすることで、より加工精度が高く　任
意の形状が可能で、通常の石英ガラスインシュレ－タ－より低コストで
高精度な製造ができる。石英ガラス素材インシュレ－ターの特徴である
クリア－な音を損なうことなく、よりやわらかな音を追求するための試作
開発と販路拡大を目指す。

8200002021314

既存の美濃焼製品との差別化を図る、新たなブランド開発として、陶磁
器の表面に漆を塗り、陶磁器と漆器の良い面を融合した陶胎漆器の試
作開発と販路拡大を行う事業。開発に当たり、漆の持つ堅牢な重厚感
と陶磁器の硬い生地を融合させ、漆塗りを内製化し、塗料や焼き付けを
工夫することにより、食洗機や経年劣化による剥離防止を克服し、実用
に耐えられる製品を目指す。

地元の協力を得て一人で始めたブルワーによる、有名な郡上の水を原
料に使用したクラフトビールの製造・販路拡大事業。郡上の水は飲料水
として非常に良好で、中程度の軟水のため口当たりがよく、女性向け
ビールとして期待される。また、樽仕込み製法は、国内では珍しく、出荷
に際して樽からの移し替えを行わないためよく熟成でき、小ロットの製
造にも適している。

6

有限会社宗山窯
岐阜県
土岐市

美濃焼の製造技術を
活用した、陶磁器素
材に漆を塗った「漆
陶」の開発・製造・販
売事業【活用する地域資源】

美濃焼

焼結石英のオーディオ用 

インシュレーター 

 

こぼこぼ 

「漆陶そう吉」ゴブレット 

The Bricks 

串干物 １０パック 

 Laviejo（ラヴィージョ） 



  

 

 

事業名：和菓子の製あん技術を活用したあんスプレッド（新しいあんこ）の製造
販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００１ 

地域資源名 和菓子 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  石川県金沢市 所管省庁 農林水産省、経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：石川県金沢市京町24番24号 

 

Ｈ Ｐ： http://ankofoods.co.jp/ 

会社名：株式会社真田製あん 

（法人番号4220001003083）  

連絡先：ＴＥＬ： 076-252-7823                            

             ＦＡＸ： 076-252-8798 

【新しい食べ方の提案】 
（ヨーグルトにトッピング） 

 和菓子等の脇役であった「あん」に地域農産品を配合し、ジャ
ムのようなやわらかく、そしてなめらかな感覚で、パンに塗っても、
またヨーグルトやアイスクリームにかけて食べても美味しい商品
である。もちろんスプーンで取ってそのまま食べても美味しい。
無添加、無着色で安全・安心への徹底したこだわり商品である。 

 「あん」は日本人の暮らしの中にしっとりと溶け込み、身近なく
つろぎの味として心和む時間を運んでくれる。また、「あん」はお
いしさに加え、非常に栄養価も高く、良質のたんぱく質、ビタミン、
ミネラル、食物繊維、ポリフェノール等を含んだ機能性を持った
食品である。 

 主に30代～60代の県内外の女性及び金沢市への観光客を
ターゲットとするが、需要開拓戦略としては、本事業商品の特長
である「スプレッド」としての「あん」を一般家庭の食卓に積極的
にＰＲし、新たな食生活シーンを提案しながら販売展開を行って
いく。 

 （公財）石川県産業創出支援機構、トナミ醤油株式会社からの
販売支援、株式会社スギヨファーム、ＪＡすずし、ＪＡ金沢市から
の食材の調達支援等連携を図っていく。 

 「あん」に合う地域農産品を選定し、培われてきた伝統製法によ
る和菓子の製あん技術で、味、食感、色等に工夫を重ねたあん
スプレッド（塗って食するペースト状の食品）を、一般家庭の食卓
のいろんな場面での活用を提案し、あんこがある食生活をＰＲし
販売展開を行っていく。 

 

【ペースト状のあん】 

【あんスプレッド商品】 

◆商品の特性 

◆需要の開拓の方針 



  

 

 

事業名：山中漆器の技術を活用した天然木製照明器具の試作開発・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 

 当社は、石川県加賀市の地域産業資源である山中漆器の技術を活
用した天然木製照明器具を開発、生産している。具体的には、ケヤキ
やミズメ等の木材が透けるほどの薄さまで削る「薄挽き（うすびき）」と
いう技法によって、内側のライトの光が外側まで透けて見え、ひとつ
ひとつ異なる木目が温かみのある表情を映し出す照明器具である。
吊り下げ型の「ウスビキライト」に加え、ＵＳＢ接続や電池式のスタンド
型の商品を開発し、ラインナップの充実を図っていく。 

   

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００２ 

地域資源名 伝統的工芸品（山中漆器） 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  石川県加賀市 所管省庁 経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 バブル崩壊以降、モノ自体への支出は減少傾向であるが、生活者
は単純に「モノの価格は安ければ安いほうが良い」と思っているわけ
ではない。経済産業省が実施した生活者意識調査では、自分のこだ
わりのあるものについては、7割以上の人が多少高くても購入すると

答えている。本事業では、木のぬくもりにこだわりを持つ市場の開拓
をめざす。 

◆需要の開拓の方針 

 本事業では、木のぬくもりにこだわりを持つ消費者や温かみのある
おもてなしの演出を図りたいレストランなどの商業施設を主なターゲッ
トとし、インテリア雑貨店、セレクトショップ、設計・デザイン事業者、工
務店などへの販路開拓を通じて拡販をめざす。具体的には、国内外
の展示会に積極的に出展することで本事業品の認知度向上とマッチ
ング機会の獲得に努める。 

 

 商品としては、現在試験販売を行っている吊り下げ型のランプシェー
ド「ウスビキライト」に、H29年7月に販売を開始したスタンド型の「キノ
コ」や今後開発予定のUSB接続や電池式のスタンド型商品を加え、製
品ラインナップの充実を図っていく。 

  地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

 加賀市、山中商工会、石川県デザインセンター、石川県工業試験場
などの公的機関との連携を進める。 

 

所在地：石川県加賀市山中温泉上原町ワー528 

Ｈ Ｐ： http://urusi.jp/ 

会社名：守田漆器株式会社 
（法人番号8220001013599） 
連絡先：ＴＥＬ：0761-78-0106                          
             ＦＡＸ：0761-78-5311 

◆商品の特性 

「ウスビキライト」 

スタンド型（仮称：キノコ） 



  

 

 

事業名：山中漆器の塗りと蒔絵の生産技術を活かした 

                             サニタリー雑貨の製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００３ 

地域資源名 伝統的工芸品（山中漆器） 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  石川県加賀市 所管省庁 経済産業省 

 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

◆需要の開拓の方針 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：石川県加賀市河南町ル－１６番地 

Ｈ Ｐ： http://www.sojinonakajima.co.jp/ 

 

 

所在地：石川県加賀市上野町３３５ 

会社名：有限会社素地のナカジマ 

（法人番号9220002012517） 
連絡先：ＴＥＬ：0761-76-1205                            

             ＦＡＸ：0761-77-2839 

共同申請者：株式会社NAKAJI PAINT WORKS 

（法人番号8220001021024 ） 

【蒔絵加工の製品】  サニタリーエリア（水周エリア）で使用することを踏まえて製造した近
代漆器製品であるため、蒔絵による意匠性の高さだけではなく、ＡＳ
樹脂を素地として使用し、耐衝撃性や剛性、耐薬品性や耐熱性に優
れる。製品の塗装（塗り）の技術により、カビや水垢が付きにくいとい
う実用性面にも配慮を施したので、類似品と比べても競争力がある。 

 シャンプーや洗剤等の詰め替え用レフィル市場が、エコ志向や経
済性などを背景として、既婚女性を中心に拡大しており、本事業の
製品は、インテリア性と環境配慮という観点で訴求力も有ることから、
市場性は十分あると見込まれる。 

 パーソナルユースと共に旅館・ホテル等宿泊施設等を販売ターゲッ
トとし、業務用での新たな需要の開拓を行う。 

 本事業商品の量産化に対応するため、高度な塗装技術を有する、
株式会社NAKAJI PAINT WORKSと共同で事業を実施する。また、多
品種少量生産にも対応するため、地域の塗り職人・蒔絵職人とも連
携した生産体制を構築する。加賀市や加賀商工会議所に支援を仰
ぎつつ、地域を挙げて漆器産地としてのブランド化に取り組んでいく。 

 地域産業資源「山中漆器」の特徴である塗りや蒔絵等の技術を活かした、
詰め替えボトル等の生活雑貨商品を開発した。特長は、光沢があり高級感
を醸し出す山中漆器の塗りによる表面仕上げとカラーバリエーションの豊富
さである。加えて、塗装する塗料に「乾漆剤」を配合し、底部をザラザラした
加工にするなどして、カビや水垢が付きにくく、耐久性も高める等、商品の
品質・機能を高めた雑貨ブランド「SO-Q STYLE」として生産し、販路開拓に
取り組む。高級感があり水や湿気にも強いサニタリー雑貨を訴求しブランド
化していくことで、漆器産地山中の認知度向上と近代山中漆器の更なる需
要増大効果が期待される。 【既存の山中漆器製品】 

【底部滑り止め塗り加工】 

◆商品の特性 



  

 

 

事業名：清酒（加賀菊酒）を配合した入浴剤の製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型 

  

 鉱工業品 

 

通巻番号 ４－２９－ ００４ 

地域資源名 清酒 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  石川県白山市 所管省庁 経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：石川県白山市相川新町655番地1 

 

Ｈ Ｐ： http://www.h-kasei.co.jp 

会社名：北陸化成株式会社 

（法人番号1220001006287）  

連絡先：ＴＥＬ： 076-275-5141                            

             ＦＡＸ： 076-275-5179 

【浴槽での湯色】 

 一般的に保温・保湿効果等が期待されているお酒を液体のボ
トル商品ではなく、粉タイプの入浴剤で提供していくため、軽くコ
ンパクトな形状で持ち運びが便利な商品で、土産品としての魅
力がある。 

 忙しい毎日の中でゆっくり一日の疲れを癒すのに重宝されて
いるのが入浴剤であり、現在全国の７割以上の家庭に何かしら
の入浴剤が置かれているともいわれている。入浴剤には、お風
呂で温まりゆっくり疲れを癒したいという期待が込められている。 

 活用している地域資源である清酒に対して関心の高い、地元
のアンテナショップ（道の駅・お土産店）などをターゲットとする他、
お土産品の購入が多いＳＡ・ＰＡへの展開、更に大型ショッピン
グモール（一般流通）向け商品の開発、販売展開を行っていくこ
とにより需要開拓を目指していく。 

 白山市役所観光課をはじめ、清酒を供給してくれる取引業者、
白山商工会議所、（公財）石川県産業創出支援機構と連携しな
がら本事業を遂行していく。  

 地域資源である清酒（加賀の菊酒）を活用し、粉状の入浴剤に
清酒をしみ込ませたこれまでにない軽く、そしてかさばらない入
浴剤を開発した。お土産品として、またお土産流通（道の駅など）
旅行業界の販促景品や温泉施設などへの展開を新規部門として
拡大させ、新たな販路拡大を目指していく。 

【清酒（加賀菊酒）】 

【湯けむり浪漫 白山】 

◆商品の特性 

◆需要の開拓の方針 



  

 

 

事業名：石川県産のぶどうによるワイン酵母抽出液を原料とした 

                       エイジングケア化粧品等の製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  農林水産物 通巻番号 ４ －２９－ ００５ 

地域資源名 ぶどう 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  石川県能美市 所管省庁 農林水産省、経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

◆需要の開拓の方針 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：石川県能美市旭台2丁目5番地１ 

 

Ｈ Ｐ： http://www.towako-cosme.net/ 

会社名：TOWAKOﾒﾃﾞｨｶﾙｺｽﾒﾃｨｯｸ株式会社 

（法人番号1220001017193） 
連絡先：ＴＥＬ： 0761-52-7777                            

             ＦＡＸ： 0761-51-6166 

 民間調査会社のアンケートでは３０歳代～５０歳代のアンチエイジングニーズは約85％も
あり、保湿効果の高い基礎化粧品に対するニーズは極めて高い。このニーズを踏まえ、そ
の需要に応えうるよう本事業製品は、ワインぶどう酵母抽出液として、「細胞賦活作用」「抗
酸化作用」といった特性をもつ商品となっており、競合類似商品との差別化を図っている。 

 エイジングケア化粧品市場の需要は、「いつまでも若く健康的に見られたい」という女性のヘル
ス＆ビューティニーズ等を背景として、30歳代後半からの女性層に高まっており、今後もその需
要が伸びるとされている。本事業製品は、ぶどうの天然由来原材料を使用しているという観点か
ら、オーガニックコスメ愛好者への訴求力も有ることから市場性は有ると見込まれる。 

 30歳代後半以降の美容に関心の高い女性を販売ターゲットとし、エステサロン・美容サロン
向けルートで認知度を高め、エンドユーザーにはネット販売等で新たな需要の開拓を行う。 

 原材料の基となる石川産ぶどうの安定供給の観点から、石川県産のぶ
どうでワインを製造している能登ワイン株式会社との連携体制を維持継
続する。また、需要開拓や販路拡大の面で本事業協力者からは、域外へ
の販路支援、新商品開発への助言等の協力も得て、本事業製品のブラ
ンド構築を図る。 

 石川県産「ぶどう」の特徴であるポリフェノール等美容効果が期待できる成分
を活かして、ワイン製造過程で発生する酵母澱から、当社独自の水溶抽出製
法によりワイン酵母エキスを抽出・精製し、オリジナルブランド基礎化粧品
「Laviejo（ラヴィージョ）」シリーズを開発した。今後、アンチエイジング化粧品と
いう形で商品の効果・機能をより高め、生産・改良、 

販路開拓等に取り組む。ワイン酵母抽出エキスの「細胞賦活作用（肌の血行促
進）」「抗酸化作用（美白作用・くすみ改善）」「保湿作用」等、ぶどう由来の美容
効果を活用して、石川県発のアンチエイジング基礎化粧品として認知度を高め
て行く。 

【石川県産ぶどう】 

【当社製品Laviejo】 
シリーズ 

◆商品の特性 



  

 

 

事業名：美濃焼の製造技術を活用した、陶磁器素材に漆を塗った「漆陶」の開
発・製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００６ 

地域資源名 美濃焼 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  岐阜県土岐市 所管省庁 経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：岐阜県土岐市駄知町2315番地の22 

 

Ｈ Ｐ： http://www.soukichi.com/ 

会社名：有限会社宗山窯 

（法人番号 8200002021314） 
連絡先：ＴＥＬ： 0572-59-8621                            

             ＦＡＸ：0572-59-4536 

【漆塗り工程】 

 特有の価値を有する商品を欲しているシニア世代を販売
ターゲットとすることを踏まえ、その需要に応えうるよう日本の
伝統文化を醸し出した商品となっている。その点において、本
事業の商品は、他の競合品、類似品と比べても競争力がある。 

 国内のギフト市場は拡大傾向にあり、２０１５年の市場規模
は約１０兆円である。カジュアルなギフト需要などの台頭を背
景として、シニア世代を中心として、需要が伸びるとされてお
り、開発する新商品の市場性はあると見込まれる。 

 ミドル世代、シニア世代を販売ターゲットとし、陶磁器専門店
等に販路開拓することで、新たな需要の開拓を行う。 

 ふるさと名物応援宣言をしている土岐市や土岐商工会議所
に支援を仰ぎつつ、地域を挙げてブランド化に取り組んでいく。
また、商品開発については、土岐市立陶磁器試験場「セラテ
クノ土岐」の助言を受ける。 

 地域産業資源「美濃焼」の製造工程で用いる焼付け技術を
活かして、重厚で艶やかな美しさをもつ陶器に日本古来の深
い色合いを持つ「黒」、「赤」の伝統的な漆を焼き付けた器の
開発、製造、販路開拓に取り組む。 

 本商品は「美濃焼」の技術と漆塗りの技術を活用しており、
「漆陶（Ｓｈｉｔｔｏｕ）」という新たな陶磁器の分野を切り開き、ブラ
ンド化を図ることで、「美濃焼」の認知度が高まり、地域の陶磁
器関連企業への波及効果が期待される。 【絵付け工程】 

【漆陶 そう吉】 

◆商品の特性 

◆需要の開拓の方針 



  

 

 

事業名：郡上の水を原料としたクラフトビール製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００７ 

地域資源名 郡上の水 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  岐阜県郡上市 所管省庁 
財務省、農林水産省、 

経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

◆需要の開拓の方針 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：岐阜県郡上市八幡町新町９３９町家「玄麟」内 

 

Ｈ Ｐ： http://www.gujo-beer.com/ 

会社名：郡上八幡麦酒こぼこぼ 

連絡先：ＴＥＬ： 090-4626-2847                           

              

【当ブルワリーが入居する町家】 

 本商品は郡上の水の特性を活かすとともに、樽仕込という
製法で製造しており、刺激が少なく口当たりの良い仕上がり
になっている。また、１５種類を超える味のバリエーションを有
する。 

 ビール市場は年々縮小傾向にある中、プレミアムビールや
クラフトビール市場は伸張しており、特に女性や若者に支持さ
れている。 

 本商品は女性をメインターゲットとして、ビアバー等の飲食店
や酒類の販売店に販路開拓を実施する。 

 生産拠点である町家の提供を受ける郡上八幡産業振興公社
には、今後も事業化にあたって支援を受ける。また、郡上市商
工会からは事業計画推進に係るアドバイス支援を受ける。 
 郡上八幡観光協会や郡上市とも連携して事業を推進する。 

 地域産業資源「郡上の水」の特性を活かす製法により、刺激
が少なく口当たりの良いクラフトビール（法律上はリキュールとな
る）の製造・販売を実施する。  

 樽で醸造を行う独自の製法により、小規模ながら多品種の製
造を可能としており、市場が求める多様性にも対応が可能であ
る。 

 これらの特性を活かし、店頭以外にもビアバーなどの専門店、
酒類専門店への販路開拓を実施する。 

【水の町郡上市】 

【こぼこぼエール】 

◆商品の特性 



  

 

 

事業名：瀬戸焼の生産技術を活用した焼結石英ガラスのオーディオ用インシュ
レーターおよびオーディオ関連部品等の製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００８ 

地域資源名 瀬戸焼 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  愛知県瀬戸市 所管省庁 経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

◆需要の開拓の方針 

 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：愛知県瀬戸市宮脇町４番地 

 

Ｈ Ｐ： http://www.ymkco.co.jp/ 

会社名：ヤマキ電器株式会社 

（法人番号 9180001079339） 
連絡先：ＴＥＬ： 0561-82-2187                            

             ＦＡＸ： 0561-82-3475 

 本商品は独自の製法により、既存の石英ガラスのインシュレーターの弱点を補う特性を
実現しており、性能、価格等の面において本事業の製品は、他の競合品、類似品と比べ
ても競争力がある。 

 石英ガラスはインシュレーター等の素材として活用されてお
り、高素材として付加価値を有する。音楽に聴取手段が多様
化した中でも、本格的オーディオを趣味とする人口は一定程
度存在する。 

 本格的なオーディオを趣味とする人をターゲットとし、オーディ
オ専門店向けに新たな需要の開拓を行う。 

 本事業は産業支援センターせとのアドバイスを受けており、当社の本社が所在する瀬
戸市のふるさと名物応援宣言の内容に合致する取り組みである。 

 地域産業資源「瀬戸焼」の生産に係る技術の中でも、焼成技術
を活かすことで、粉体プレスによる焼結石英ガラスの製造方法を
確立した。本事業では、当該技術の低コストおよび高精度での焼
結石英ガラスの量産化という特徴を活用して、焼結石英ガラスの
オーディオ用インシュレーターおよびオーディオ関連部品等の開
発、生産、販路開拓に取り組む。 
  

【地域産業資源瀬戸焼】 

【インシュレーター】 

◆商品の特性 



  

 

 

事業名：現代人の良質なライフスタイルに資する瓦製インテリア製品等の開発・
製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ００９ 

地域資源名 三州瓦 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  愛知県高浜市 所管省庁 経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

 

 

 

 

 

◆需要の開拓の方針 

 

 

◆商品の特性 

 

 

 

 

 

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

  

所在地：愛知県高浜市呉竹町三丁目１番地２ 

      

Ｈ Ｐ： http://www.e-oni.com 

会社名： 有限会社岩月鬼瓦 

（法人番号 7180302020382） 
 連絡先：ＴＥＬ： ０５６６－５３－０１７１                           

       ＦＡＸ：０５６６－５２－１５０７ 

【製造工程】 

 ターゲットであるライフスタイル提案型ストア等は、“店内にディ
スプレイするインテリアを用いてブランドの世界観やイメージを伝
えて他社との差別化を図りたい”とのニーズを持つことを踏まえ、
本製品の特長である“いぶし銀色の素材感、瓦の重厚感”は、他
社製品と比べて独自性が高いことから競争力があると言える。 

 瓦製インテリア製品等の需要は、ライフスタイル提案型ストア等
の拡大を背景として、西海岸風インテリア・スタイルを基調とする
店舗などを中心に需要が伸びると考える。本製品の特徴である
“いぶし銀色の素材感、瓦の重厚感”は、西海岸風インテリア・ス
タイルとの相性が良いため市場性はあると見込まれる。 

 西海岸風インテリア・スタイルを基調とするライフスタイル提案
型ストア等をターゲットとし、それらを中心に営業活動を行う。 

 地域産業資源「三州瓦（含む鬼瓦）」の新たな用途開発のモデ
ルとなるべく、今後も、高浜市（ふるさと名物応援宣言発表）、高
浜市商工会、地域金融機関等と連携を図ると同時に、地域の活
性化に貢献したいと考える。 

 地域産業資源「三州瓦」のうち、いぶし瓦製法でつくる鬼瓦の製
造技術を活かして、欧米文化を代表する「アルファベット・数字」と
いう鬼瓦には無かった形状を独自デザインしたフォントをもとに製
品化した。特徴は、いぶし瓦製法による製品表面の炭素皮膜が
作り出す光沢を放つ「いぶし銀色」の視覚効果による独特の素材
感及び、瓦の重み・重厚感を独自デザインしたフォントを用いるこ
とにより、一層際立たせている点である。当該特徴は、他の素材
では真似できない独自性であると言える。 

【神社仏閣の鬼瓦】 

【瓦製インテリア製品】 



  

 

 

事業名： 常温保存ですぐに食べられる鮮魚等の串干物製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品 通巻番号 ４ －２９－ ０１０ 

地域資源名 伊勢志摩の干物 認定日 平成２９年８月１０日 

 地  域  三重県南伊勢町 所管省庁 農林水産省、経済産業省 

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性） 
◆市場性 

   魚離れがさけばれる中、消費者の声から聞かれるのは、「もっと簡便に」、「楽しみやす
く」、美味しい魚を楽しみたいといった声が少なくない。水産加工品市場や惣菜市場、当
社の主戦場となるギフト市場は、安定した推移が期待されている。 

 

◆需要の開拓の方針 

   既存顧客の中心となるギフト市場での浸透度を高めていく。さらに製品開発を進め、飲
食店、飲食FCとの連携、OEMなどの取引について、開拓を進めていく。 

 

 

   

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

所在地：三重県度会郡南伊勢町田曽浦3907-1 

 

Ｈ Ｐ： http://www.yamatou.net/ 

会社名：有限会社 山藤 

（法人番号 8190002010847） 
連絡先：ＴＥＬ： ０５９９－６９－３４８９                     

             ＦＡＸ：０５９９－６９－３４３９ 

  当社の串干物は骨の除去、焼成工程を行ってい   

 ることで、ボイルやレンジなどの加熱処理だけで、 

 すぐに楽しむことができる。 

  地域内の廃校となった小学校を加工施設として、 
 利用するなど、地域との連携によって雇用の拡大や 
 小学生への食育教材の提供なども進めていく。 

  当社は、創業以来50年以上に渡って、干物の製造   

 を行ってきた事業者である。「てんねん、てびらき、天  

 日干し」をモットーに長年培ってきたノウハウは、地域 

 産業資源である「伊勢志摩の干物」の伝統的な製法 

 とも少なからず重なっている。干物の特徴をより一層 

 活かすべく、自社独自の加工を高めてきたことで、常 

 温長期保存、すぐに食べることができる「串干物」を事   

 業化している。  

◆商品の特性 


