
 

 

                             平成３０年２月９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３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３回の認定として、「地域産業資源活用事業

計画」１４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３回として地域産業資源活用

事業計画を１４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１２月までに３２３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３３７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。 

    

 

 

（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 

 



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

-

4

上田運輸株式会社
石川県
小松市

22200010149995

ＫＭＱツーリスト株式会社
石川県
小松市

【活用する地域資源】
伝統的工芸品（九谷焼）　等

【活用する地域資源】
ＩＴ製品と関連技術

6220001011753

平成２９年度　第３回地域産業資源活用事業計画認定事業一覧

事業者名

一般の観光客では見学することができない伝統工芸品の作家工房を巡
り、作家とのふれあいや製作体験等を通して、伝統工芸品の魅力を発
見する少人数限定のファクトリーツーリズムを行う。実際に伝統工芸品
を製作している工房で、作家から直接製作工程やものづくりのこだわり
を聞いたり、製作風景を間近に見学することで、作家と深く交流を持つ
ことができる。また、市場に流通する前の工芸品の購入も可能で、一点
ものなどコレクター垂涎のツアー内容となる事業である。

3

伝統工芸の生産現場
を舞台としたファクト
リーツーリズム事業

古民家の改修等により、井波彫刻を体験できるリーズナブルなゲストハ
ウスの提供と、体験に協力する職人の確保を通じて、井波彫刻の宿泊
体験型観光事業を実施する。本事業では、「職人への弟子入り体験」を
コンセプトに、SNSを活用した「お抱え職人制度」等の創設により、宿泊
客と職人の密接な関係作りに取り組む。また、民泊プラットフォーム
Airbnbを活用することで、訪日外国人等に対してゲストハウス及び井波
彫刻の魅力を訴求する。

【活用する地域資源】
井波彫刻工房

2

合同会社からさわ
石川県
金沢市

フランス人を中心とし
た外国人観光客にお
もてなしを提供する着
地型観光事業

フランス人など欧米観光客に親和性が高いツアーメニューの開発を進
め、近隣宿泊施設と連携しながら、フランス語等に対応できる添乗ガイ
ドによる、金沢漆器や金箔貼りなどの伝統的文化・工芸の体験や、地元
に密接した食文化を楽しんでいただくための情報提供を行うなど、金沢
ならではのおもてなしを提供する。

地域資源である井波
彫刻工房の特性を活
かした井波地域にお
ける宿泊体験型観光
事業

【活用する地域資源】
金沢おもてなしの宿

Ｊ－ＡＲＴＩＳＡＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ

【活用する地域資源】
伝統的工芸品の工房（九谷焼）　等

1

株式会社コラレアルチザンジャパン
富山県
南砺市

3230001017100

石川県
金沢市

8220003002154

九谷焼を体験し、日本
海の幸を九谷焼の器
で味わうフードツーリ
ズムの販売事業

九谷焼の資料館・美術館の見学や製作体験と、九谷焼の器で「能登ふ
ぐ」をはじめとする日本海の幸を味わうフードツーリズムの販路開拓を
行う。人間国宝を輩出した九谷焼の地にて、日本海の料理に合わせ絢
爛豪華な絵付け皿である九谷焼を実用の器として用いることで、目の肥
えたお客さまにも最高の贅沢を提供する事業である。

ＩＴシステム技術等の
活用による、海外輸出
拡大に向けた県産品
生産者への効率的物
流サービス提供事業

IT技術を活用し新たに小松空港発の国際クール便サービス事業に取り
組むことで、地元の生産者の海外輸出へのニーズに応えるとともに、輸
出に係る業務の効率化やコスト削減を実現させる。同社がワンストップ
で輸出業務をサポートできる体制を構築しPRすることで、海外へ食の輸
出を考えている地域の中小企業者や生産者に対し、海外市場での販路
開拓意欲を促進させる波及効果が期待される。

（別紙）

旅館内観

小松空港営業所

九谷焼のろくろ回し

井波彫刻工房へ

の弟子入り体験

能登ふぐと九谷焼の器



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

7

田中実業株式会社
石川県
加賀市

【活用する地域資源】
伝統的工芸品（山中漆器）

5220001013288

6 1220001013804

鹿野酒造株式会社
石川県
加賀市

【活用する地域資源】
清酒

能登杜氏の技術に由来する、酒造りの中でも極めて難易度が高い山廃
仕込み醸造製法を活かして、同社が培った独自の酵母発酵の温度管
理・PH調整と５年間の熟成により、赤ワインを思わせるような酸度が高
く、洋食との相性が良い熟成されたコクのある口当たりの清酒の開発及
び販路開拓に取り組む。

国内屈指の漆器産地「山中漆器」の特徴である木地轆轤挽きと漆塗り
の生産技術を活かし、耐水性が高く意匠性に優れた木製漆器の花器の
製造及び販路開拓に取り組む。本商品は、高度な木地挽き技術による
高い意匠性の実現に加え、漆との相性が良く漆器の耐水性を高める新
開発の塗料を塗布加工しており、実用性とインテリア性が共存する花器
である。天然木の温かみと艶のある漆塗りの高級感、和モダンでいて伝
統工芸の重厚な趣を特徴とする。

山中漆器の生産技術
を活かした、耐水性・
意匠性の高い木製漆
器和風モダン花器の
製造・販売事業

山廃仕込み5年熟成
の製法による、洋食に
適した新たな清酒の
海外市場における需
要開拓事業

四季醸造による季節
に合わせた清酒及び
関連商品の製造販売
と体験プログラムの実
施事業

地域産業資源「岐阜県の清酒」の特徴を活かして、製造環境の整備や
自社が持つ技術を活用した四季醸造を行うことで、一年を通じて同じ種
類の酒だけでなく、季節感を出した種類の異なる日本酒を醸造する。将
来的には、小ロット生産により毎月ごとに味の異なる日本酒を醸造する
ほか、それを活かした関連商品（リキュール、加工食品、化粧品等）を
開発する。また、四季醸造の利点を活かして、日本酒造り模擬体験や
蔵見学、セミナー、日本酒と地元食材による料理を楽しむイベントなど
の産業体験プログラムを年間を通して開催し、国内外からの観光客に
対し提供する。

【活用する地域資源】
岐阜県の清酒

9

株式会社日東製陶所
岐阜県

多治見市
7200001020904

裏連結モザイクタイル
の開発・製造・販売事
業

地域産業資源「美濃焼」を用いたモザイクタイルの特徴であるユニット
化における製造技術を応用して、表紙貼りに替わる裏連結によるユニッ
ト化を実現することにより、施工性の高いモザイクタイルの開発、生産、
販路開拓に取り組む。裏連結に用いるＰＥＴ樹脂の透明性・耐久性等の
性質を利用して、タイル施工時において連結材を剥がすことなく使用す
ることを可能とした。当該製品を拡販することで、「裏連結モザイクタイ
ル」の認知度が高まり、タイル業界への波及効果が期待できる。

【活用する地域資源】
美濃焼　等

8

有限会社舩坂酒造店

岐阜県
高山市

9200002025900

関の刃物の技術を活
用した高機能性理美
容鋏ブランドの構築

地域産業資源「関の刃物」の生産技術の特徴を活かして、基本性能や
機能性の高い美容鋏を製造し、自社ブランドとして展開する。本製品
は、刀の伝統製法を活かした鍛錬した積層鋼材であるダマスカス鋼材
を使用した鋏や、癖毛のみをカットすることに特化した機能性鋏が中心
であり、美容師をターゲットに販路開拓を実施する。【活用する地域資源】

関の刃物

10

株式会社ミュウ

岐阜県
関市

2200001020041

商品「Aged SAKE」

和洋のフラワーアレンジ

にマッチする花器

裏連結モザイクタイル

四季醸造による日本酒

REMOVE

ダマスカスシザー



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

11

テクナード株式会社
岐阜県
羽島市

5200001012110

岐阜、西濃のアパレ
ルの縫製技術を用い
た除湿及び消臭機能
付き雑貨等の開発・製
造・販売事業

地域産業資源「岐阜、西濃のアパレル」の縫製技術等を活用して、除湿
及び消臭機能付き雑貨等の開発、製造、販路開拓に取り組む。岐阜、
西濃のアパレルの加工技術の特徴である「裁断技術」や「縫製技術」を
駆使した商品であり、本商品の認知度の高まりと共に「岐阜、西濃のア
パレル」の認知度が高まり、地域のアパレル関連企業への波及効果が
期待される。【活用する地域資源】

岐阜、西濃のアパレル

カーテンの切断接着
技術を活用したファブ
リック製ファッション・イ
ンテリア小物の製造
販売事業

地域産業資源「尾州インテリア織物」の生産に係る技術の特徴である
カーテンの切断接着技術を活かし、細かな柄を０．１ミリ単位で正確に
切り抜き、柄自体がずれないように裏地（オーガンジーを使用）張りを行
うことで柄ずれしない特徴を活かした商品として、手軽に装着でき、金属
アレルギーなどに影響されないファブリック製のブレスレットやインテリ
ア小物を開発し、「Ｃｈｏｐ！！」というブランド名での生産、販路開拓に
取り組む。

【活用する地域資源】
尾州インテリア織物

14

進弘産業株式会社
愛知県
一宮市

5180001084672

地縫い調整技術を活
用したオリジナル帽子
の製造・販売事業

地域産業資源「名古屋のアパレル」の特徴である問屋機能により培わ
れた個々の顧客対応するための技術基盤である縫製技術を活用して、
製品の機能・効果を高め、生産、販路開拓に取り組む。縫製技術の中
でも地縫い調整技術を利用して、パターンオーダーの仕組みを導入す
ることにより、自分だけのオリジナル帽子をつくることを可能とした。【活用する地域資源】

名古屋のアパレル

13

株式会社ツーリズムデザイナーズ
愛知県

名古屋市
6180001110312

訪日外国人を対象と
した名古屋の地域資
源を活用した着地型
観光プログラムの開
発販売及び、城下町
文化の残るエリアでの
ゲストハウス運営事業

地域産業資源「名古屋城」等の観光資源を活かし、訪日外国人向けに
観光地訪問だけでなく伝統文化、地元飲食品や歴史資源を生かしたユ
ニークな体験を提供することで、新たな人と文化の融合を生み出す地域
のインバウンドツーリズムの販路開拓に取り組む。また、名古屋を代表
する円頓寺商店街に訪日外国人向けの喫茶・ゲストハウス「西アサヒ」
を運営することで来名観光客の受け皿とし、地域の観光関連業への波
及効果も期待する。

【活用する地域資源】
名古屋城　・　有松・鳴海絞　他

12

山鶴株式会社
愛知県

名古屋市
4180001023045

洋服用雑貨

オリジナル帽子

名古屋城

Ｃｈｏｐ!! ブレスレット

西アサヒ

ダ カ シザ



事業名：地域資源である井波彫刻工房の特性を活かした井波地域における
宿泊体験型観光事業

事業概要（地域産業資源の活用）

古民家の改修等により、井波彫刻を体験できるリーズナブルな
ゲストハウスの提供と、体験に協力する職人の確保を通じて、井
波彫刻の宿泊体験型観光事業を実施する。本事業では、「職人
への弟子入り体験」をコンセプトに、SNSを活用した「お抱え職人
制度」等の創設により、宿泊客と職人の密接な関係作りに取り組
む。また、民泊プラットフォームAirbnbを活用することで、訪日外
国人等に対してゲストハウス及び井波彫刻の魅力を訴求する。

３類型 観光資源 通巻番号 ４－２９－０１９

地域資源名 井波彫刻工房 認定日 平成３０年２月９日

地 域 富山県南砺市 所管省庁 経済産業省、国土交通省

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

訪日外国人観光客が増加する中で、近年では民泊や食体験な
どのコト消費に人気が高まっている。本事業で使用するゲストハ
ウスの宿泊体験プランはオープン開始から約8ヵ月で延べ324名
の利用実績を有し、このうち85%が外国人観光客で占められて
おり、市場性はあると見込まれる。
◆需要の開拓の方針

イベントや広告、職人マガジンの制作、個別営業等により、本事
業のPRを行う。訪日観光客に対しては、展示会への出展や、五

箇山合掌集落など周辺観光地と連携し、「文化芸術を体感する
町」として井波をPRする。また、影響力のあるクリエイターを招致

して、井波彫刻とのコラボイベントを実施し、口コミによる拡販を
狙う。
◆商品の特性

①宿泊は１日１組限定で、井波彫刻の体験等により職人と交流
できる、②ゲストハウスが丸ごと井波彫刻のギャラリーである、③
弟子入り体験できる長期滞在プランも充実、④独自開発の日・
英・中国語対応アプリにより地元住民と触れ合える。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

中小機構北陸のほか、職人の活用では井波彫刻協同組合、ゲストハウスや体験施設の運
用は、南砺市、地元の建築会社、南砺市商工会等と連携し、事業を展開する。

所在地：富山県南砺市井波１８９６番地１

H P：http://corare.net/

会社名：株式会社コラレアルチザンジャパン
（法人番号3230001017100）
連絡先：ＴＥＬ：０７６３－７７－４５４４

【井波彫刻工房への
弟子入り体験】

【同社兼、体験宿泊所
の外観】



事業名：フランス人を中心とした外国人観光客におもてなしを提供する着地型観光
事業

事業概要（地域産業資源の活用）

同社は総檜造りの落ち着いた佇まいと四季折々の風情を映し出す
純日本庭園を有する和風旅館業を営んでいる。フランス人観光客を
メインターゲットとし、同社の強みであるフランス語対応力を活かしな
がら、金沢独自の文化を紹介し理解を深めてもらっている。

本事業では、フランス人など欧米観光客に親和性が高いツアーメ
ニューの開発を進め、近隣宿泊施設と連携しながら、フランス語等に
対応できる添乗ガイドによる、金沢漆器や金箔貼りなどの伝統的文
化・工芸の体験や、地元に密接した食文化を楽しんでいただくため
の情報提供を行うなど、金沢ならではのおもてなしを提供する。

３類型 観光資源 通巻番号 ４－２９－０２０

地域資源名 金沢おもてなしの宿 認定日 平成３０年２月９日

地 域 石川県金沢市 所管省庁 経済産業省、国土交通省

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
平成28年に石川県内での延べ外国人宿泊者数は約618千人で

あり、そのうちフランス人宿泊者は約16千人である。本事業では、

フランス人を中心とした日本文化を求める個人旅行客をターゲット
に、母国語での対応力やフランス人の文化･習慣を踏まえたサービ
スを提供することで、欧米の観光客市場を開拓していく。
◆需要の開拓の方針

各部屋で支払いが可能なカード決済端末の導入や盆栽ギャラ
リーの設置などのサービスを提供し、ＳＮＳなどによる情報発信や
近隣施設でのツアーデスク開設、チラシ配布などにより本事業を訴
求し、フランスなどの観光客市場を開拓する。

①ツアーデスク開設により、近隣の宿泊施設の外国人観光客か
らの問合せにフランス語・英語で対応可能、②金箔貼りやお茶会、
着付けなどをまとめて体験できる、③金沢に精通したスタッフによる
ディープな観光スポットを体験できるなどの特徴を有し、他社の競
合ツアーと比べても競争力がある。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

地域のバス会社、宿泊施設、飲食店、伝統工芸関係者と連携しなが
ら、金融機関、 県支援センター、中小機構北陸などから支援を受ける。

所在地：石川県金沢市藤江南1丁目102番地

Ｈ Ｐ：https://www.karasawa-inn.com/

会社名：合同会社からさわ
（法人番号8220003002154）
連絡先：ＴＥＬ：076-201-8748    

ＦＡＸ：076-201-8747

◆商品の特性



事業名：伝統工芸の生産現場を舞台としたファクトリーツーリズム事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 観光資源 通巻番号 ４－２９－０２１

地域資源名 伝統的工芸品の工房（九谷焼）等 認定日 平成３０年２月９日

地 域 石川県金沢市 等 所管省庁 経済産業省、国土交通省

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、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：石川県金沢市泉が丘1-2-7会社名：J-ARTISAN PROJECT
代表者 竹本 哲

連絡先：ＴＥＬ：090-7082-2195

伝統工芸作家の工房で人や作品に触れ、作家等から製作
体験指導を受けられるツアーであり、趣味・嗜好性が高く、
消費者の知的好奇心を深く満足させる。

これまでの観光客向け商品では満たせない、「石川県の
伝統工芸についてもっと深く知りたい」、「普段入れないよう
な作家の工房を訪ねたい」といった本物志向の消費者ニー
ズに応える事業であり、市場性は高い。

首都圏をはじめとする大都市圏にある百貨店や専門店、

金沢市内のホテルでのイベント開催などにより、伝統工芸
品に関心が高い消費者に対して本役務を提供する。

石川県内の伝統工芸作家や旅行会社と協力して、事業を進める。

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針

【九谷焼のろくろ回し】

一般の観光客では見学することができない伝統工芸品の
作家工房を巡り、作家とのふれあいや製作体験等を通して、
伝統工芸品の魅力を発見する少人数限定のファクトリー
ツーリズムを行う。

実際に伝統工芸品を製作している工房で、作家から直接
製作工程やものづくりのこだわりを聞いたり、製作風景を間
近に見学することで、作家と深く交流を持つことができる。

また、市場に流通する前の工芸品の購入も可能で、一点
ものなどコレクター垂涎のツアー内容となる事業である。

【手描きうるし蒔絵】

【輪島塗の木地挽き】

◆市場性



事業名：ITシステム技術等の活用による、海外輸出拡大に向けた県産品生産者
への効率的物流サービス提供事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０２２

地域資源名 ＩＴ製品と関連技術 認定日 平成３０年２月９日

地 域 石川県全域 所管省庁 経済産業省、国土交通省

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：石川県小松市工業団地１丁目６８番地

Ｈ Ｐ： http://www.uedatrans.co.jp/

会社名：上田運輸株式会社
（法人番号6220001011753）
連絡先：ＴＥＬ： 0761-21-8271       

ＦＡＸ： 0761-24-6857

【通関業務への対応】

①高い鮮度を維持したまま商品を海外に届けられる、②一度の輸
送量が多い、③通関手続き等を一括で代行する等の特性を持つ。ま
た、他の競合類似役務と比べても、物流のリードタイムの短さや一度
の輸送量が多いことから、空輸コストでの競争力がある。

日本食ブーム等を背景とした日本の食に対する海外市場の需要は、
経済発展の著しいアジア地域を中心に伸びるとされている。本事業
では鮮度の高い石川県産の農水産品、日本酒等をクール便による
空輸で、翌日にはアジア各国の荷受人に届けることが可能となる。

海外については、台湾を中心にアジア地域の日本食レストランやホ
テル等、飲食部門等に物流展示会等で利便性をＰＲする。県内につ
いては、本サービスの利用促進のため、パンフレット作成等により周
知を図る。

本システムの管理に関して、地域のコンピュータサービス会社との協力体制を構築す
る。県産品の海外市場開拓を支援している石川県や小松商工会議所と連携し、地域を
挙げて石川県の食のブランド化に取り組んでいく。また、鮮魚の仲卸業者など、台湾を
はじめ海外の需要開拓方策についての協力も得る。

同社は地元資本唯一の特定航空貨物利用運送事業者であり、県内
企業へ輸出サービスを提供してきた。本事業では、IT技術を活用し新

たに小松空港発の国際クール便サービス事業に取り組むことで、地
元の生産者の海外輸出へのニーズに応えるとともに、輸出に係る業
務の効率化やコスト削減を実現させる。同社がワンストップで輸出業
務をサポートできる体制を構築しPRすることで、海外へ食の輸出を考

えている地域の中小企業者や生産者に対し、海外市場での販路開拓
意欲を促進させる波及効果が期待される。

【地域資源の活用】

【当社の小松空港営業所】

◆役務の特性



事業名：九谷焼を体験し、日本海の幸を九谷焼の器で味わうフードツーリズムの
販売事業

事業概要（地域産業資源の活用）

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

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０２３

地域資源名 伝統的工芸品（九谷焼） 等 認定日 平成３０年２月９日

地 域 石川県小松市 等 所管省庁 経済産業省、国土交通省

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：石川県小松市日の出町4丁目103

Ｈ Ｐ：http://kmq-tourist.com/

会社名：ＫＭＱツーリスト株式会社
（法人番号2220001014999）
連絡先：ＴＥＬ：0761-24-3334

ＦＡＸ：0761-21-1170

九谷焼を学び・体験するとともに、「能登ふぐ」「ブリ」「加能ガ
ニ」「アマエビ」「タラ」など、石川県内で水揚げされる新鮮な魚
介類を、九谷焼の器で食する旅行商品である。高名な作家に
よる器も使用するなど、目の肥えたお客さまほど良さの際立つ
商品である。

美術品としての器を日本海の幸と共に提供することで、食と
器との関係や九谷焼の魅力を再発見する観光商品である。新
鮮な石川県近海の食材を使い、市場性は高い。

目が肥えた富裕層をターゲットとして、同社のみならず、小松
市内の旅行関連業者での取扱商品として販売する。関西をは
じめとする大都市圏のほか、小松空港の地の利を活かして小
松空港への路線がある台湾等での観光誘客を図る。

同社の代表者は、「こまつ観光文化実行委員会」の委員長
も務め、行政や地元経済界が一体となって地域を挙げた取
組みを行うこととしている。

九谷焼の資料館・美術館の見学や製作体験と、九谷焼の
器で「能登ふぐ」をはじめとする日本海の幸を味わうフー
ドツーリズムの販路開拓を行う。
人間国宝を輩出した九谷焼の地にて、日本海の料理に合わせ

絢爛豪華な絵付け皿である九谷焼を実用の器として用いること
で、目の肥えたお客さまにも最高の贅沢を提供する事業である。

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針

【九谷焼を見学】

【製作体験】

【天然能登ふぐを
九谷焼の器で食す】



事業名：山廃仕込み5年熟成の製法による、
洋食に適した新たな清酒の海外市場における需要開拓事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０２４

地域資源名 清酒 認定日 平成３０年２月９日

地 域 石川県全域 所管省庁 財務省、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：石川県加賀市八日市町イ６番地

Ｈ Ｐ： http://www.jokigen.co.jp/

会社名：鹿野酒造株式会社
（法人番号1220001013804）
連絡先：ＴＥＬ： 0761-74-1551       

ＦＡＸ：0761-74-6120

【製造工程 麴づくり】

洋食に合う高い酸度と、山廃仕込・熟成酒ならではのコクのある味
わいとまろやかさが特徴であり、その点において、日本食向けとして
製造されている他の競合品、類似品と比べても差別化が図れており
競争力がある。

清酒は日本食ブームを背景に海外輸出量が増大しており、経済発展
の著しい東南アジア等でさらに需要が伸びるとされる。特にワインのよ
うな酸味を押し出した商品のニーズが高く、本商品は洋食レストランの
多い海外市場において需要が見込まれる。

海外の洋食レストラン等を販売ターゲットとし、シンガポール等アジ
ア地域や北米向けに同社の既存販売ルートでの販売を行うと共に、
展示会出展、現地試飲会等で商品をPRし、新たな需要の開拓を行う。

原材料の酒米安定供給の観点から、地域の酒造組合との連携体制を構築
し共同仕入を行っている。加賀市や加賀商工会議所等に支援を仰ぎつつ、地
域を挙げて「石川の清酒」のブランド化に取り組んでいく。また、海外市場での
販路開拓には、株式会社北國銀行が協力者として本事業に参画する。

能登杜氏の技術に由来する、酒造りの中でも極めて難易度が高い
山廃仕込み醸造製法を活かして、同社が培った独自の酵母発酵の
温度管理・PH調整と５年間の熟成により、赤ワインを思わせるような

酸度が高く、洋食との相性が良い熟成されたコクのある口当たりの清
酒の開発及び販路開拓に取り組む。

山廃仕込み醸造製法の特徴である酸味とすっきりした飲み口という
特色を海外市場に向けてPRし、需要開拓を図る。本商品の魅力を海

外に発信することで石川県の清酒の認知度が高まり、インバウンド客
獲得に繋げることで地域への経済効果も狙う。

【商品「Aged SAKE」 】

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針



事業名：山中漆器の生産技術を活かした、
耐水性・意匠性の高い木製漆器和風モダン花器の製造・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 ４－２９－０２５

地域資源名 伝統的工芸品（山中漆器） 認定日 平成３０年２月９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

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：石川県加賀市別所町１丁目１４番地

Ｈ Ｐ： http://tanaka-j.co.jp/

会社名：田中実業株式会社
（法人番号5220001013288）
連絡先：ＴＥＬ： 0761-78-1248       

ＦＡＸ： 0761-78-1727

①木製漆器でありながら、新開発の塗料により高い耐水性を実現、②金属製落としが不
要であり、轆轤挽きによる多彩なデザインが可能、③和モダンで和室・洋室を問わず使用
できる、④伝統工芸の重厚な趣と木のぬくもりを感じる柔らかな質感、 ⑤花を活けていな
いときでも、室内インテリアとしても楽しめる。

本事業でターゲッﾄとする国内外の富裕層や中間所得者層は、本
物志向などを背景として一流のもの、良いものを求める傾向にある。
木製漆器の花器はそれ自体室内インテリアとして価値が高く、職人
が一品一品手作りするという希少価値も商品の魅力となっている。和
モダンの風合いをもち、和室だけでなく洋室にも合わせられることか
ら、海外でも市場性はあると見込まれる。

百貨店外商やギャラリー運営者等とタイアップしてイベントを開い
たり、展示会や見本市等において現地バイヤーにアプローチを行う。

本商品の生産面では、耐水性塗料を共同開発した事業協力者、地域の漆器木地提供企
業や轆轤引き職人との連携体制を構築している。石川県や加賀市、地元商工会議所等に
支援を仰ぎつつ、地域を挙げて「山中漆器」のブランド化に取り組んでいく。また、海外での
販路開拓では、石川県や地元銀行の海外現地事務所から支援協力を求め需要開拓を図る。

国内屈指の漆器産地「山中漆器」の特徴である木地轆轤挽きと漆
塗りの生産技術を活かし、耐水性が高く意匠性に優れた木製漆器の
花器の製造及び販路開拓に取り組む。本商品は、高度な木地挽き
技術による高い意匠性の実現に加え、漆との相性が良く漆器の耐水
性を高める新開発の塗料を塗布加工しており、実用性とインテリア性
が共存する花器である。天然木の温かみと艶のある漆塗りの高級感、
和モダンでいて伝統工芸の重厚な趣を特徴とする。

【和洋のフラワーアレンジ
にマッチする花器】

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針



事業名：四季醸造による季節に合わせた清酒及び関連商品の製造販売と体験
プログラムの実施事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０２６

地域資源名 岐阜県の清酒 認定日 平成３０年２月９日

地 域
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、
恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、飛騨市、郡上市、
下呂市、笠松町、養老町、揖斐川町、大野町、池田町、富加町、川辺町、
八百津町、御嵩町

所管省庁 財務省、国土交通省、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

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：岐阜県高山市上三之町１０５

Ｈ Ｐ： http://www.funasaka-shuzo.co.jp/

会社名：有限会社舩坂酒造店
（法人番号：9200002025900）
連絡先：ＴＥＬ： ０５７７－３２－００１６

ＦＡＸ：０５７７－３２－２８２４

季節や月ごとに味わいの異なる希少性の高い日本酒の提供や、
一年を通して日本酒造りに係る産業体験プログラムを楽しめる点
が競合商品・サービスにない特性であり、競争力があると言える。

季節や月ごとに味わいの異なる日本酒を提供する四季醸造を行
う酒蔵は全国的に見ても希少であり、当地域でも初の試みとなる
ため、話題性・優位性がある。また、四季醸造を行うことで一年を
通じて産業体験プログラムを提供でき、高山の古い町並みに立地
することと合わせて、本事業の市場性は高いと見込まれる。

国内外の観光客をターゲットとし、日本酒及び関連商品は、自
社小売店・レストランと地域の酒販店、飲食店で販売する。産業
体験プログラムは、協力者である(株)本陣平野屋や、外国人観光

客向け宿泊施設及び現地ツアーオンライン予約代理店（ＯＴＡ）と
連携し、自社サイト・ＳＮＳ・ブログ等も活用して需要の開拓を行う。

地域の飲食店や酒販店などの事業者、農業者、地元商工会議所、地域業界団体など、幅
広い関係者との連携のもとで商品開発や販路開拓などを行い地域活性化にも貢献したい。

地域産業資源「岐阜県の清酒」の特徴を活かして、製造環境の
整備や自社が持つ技術を活用した四季醸造を行うことで、一年を
通じて同じ種類の酒だけでなく、季節感を出した種類の異なる日
本酒を醸造する。将来的には、小ロット生産により毎月ごとに味
の異なる日本酒を醸造するほか、それを活かした関連商品（リ
キュール、加工食品、化粧品等）を開発する。また、四季醸造の
利点を活かして、日本酒造り模擬体験や蔵見学、セミナー、日本
酒と地元食材による料理を楽しむイベントなどの産業体験プログ
ラムを年間を通して開催し、国内外からの観光客に対し提供する。

【日本酒造りを模擬体験】

◆商品の特性

【四季醸造による日本酒】

◆需要の開拓の方針 【酒蔵と職人たち】



事業名：裏連結モザイクタイルの開発・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 ４－２９－０２７

地域資源名 美濃焼等 認定日 平成３０年２月９日

地 域 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市等 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：岐阜県多治見市明和町一丁目１２５番地

Ｈ Ｐ： http://swantile.jp/

会社名： 株式会社日東製陶所
（法人番号：7200001020904）
連絡先：ＴＥＬ： ０５７２－２７－２１５５

ＦＡＸ：０５７４－６７－１１７７

【製造工程】

裏連結材を剥がす必要がないという特性から、タイル施工現場
における生産性向上に寄与する点は、競合他社の商品と比較し
て優位性があることから競争力があると言える。

裏連結モザイクタイルの需要は、タイル施工現場における職人
不足を背景として、タイル施工現場の生産性向上に寄与する商
品であることから、新たな需要拡大があると見込まれる。

既存販路を中心に営業活動を行うが、直接の販売先である商
社・問屋に対してはタイル施工現場の生産性向上に寄与する点
を、最終ユーザーである施主向けには安心・安全を考慮した接着
剤張り工法に対応した商品である点を訴求する。さらに、東京
ショールームの積極的活用並びに建材向けの展示会への出展
を行うことにより、新たな需要の開拓を図る。

地域産業資源「美濃焼」を用いた施工現場の生産性向上に寄
与するモデル事業となるべく、今後も、多治見市（ふるさと名物
応援宣言発表）、多治見商工会議所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「美濃焼」を用いたモザイクタイルの特徴であるユ
ニット化における製造技術を応用して、表紙貼りに替わる裏連結
によるユニット化を実現することにより、施工性の高いモザイクタ
イルの開発、生産、販路開拓に取り組む。

裏連結に用いるＰＥＴ樹脂の透明性・耐久性等の性質を利用し
て、タイル施工時において連結材を剥がすことなく使用することを
可能とした。当該製品を拡販することで、「裏連結モザイクタイル」
の認知度が高まり、タイル業界への波及効果が期待できる。

【本製品（裏面）】

【本製品（表面）】



事業名：関の刃物の技術を活用した高機能性理美容鋏ブランドの構築

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０２８

地域資源名 関の刃物 認定日 平成３０年２月９日

地 域 岐阜県関市 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：岐阜県関市巾三丁目３８番地３

Ｈ Ｐ： http://myu-co.jp/

会社名：株式会社ミュウ
（法人番号：2200001020041）
連絡先：ＴＥＬ：0575－25－1838       

ＦＡＸ：0575－22－2322

【癖毛だけをカット
できるREMOVE】

鋏を使用する際の負荷の軽減といった基本機能の向上や、
癖毛のみをカットできるという機能性の追及により、他社とは
差別化を図った製品群となっている。また、メーカーとして各
種オーダーへの対応やメンテナンス体制も確立している。

美容師の資格取得者は近年増加傾向であり、美容院間の
競争が激化している。その中で、新たな技術の習得や低価格
化など各店が方向性を模索しており、それらのニーズに対応
する本製品の市場性は高いといえる。

ＲＥＭＯＶＥは、新たなサービスを模索する経営層の美容師
等を販売ターゲットとする。ダマスカス鋼鋏は、低価格店で多く
のカット作業を担う美容師や海外での需要獲得を目指す。展
示会等でＰＲを実施するとともに、美容師向けの講習会などを
開催し、直販やディーラーへの販路開拓を行う。

関市のふるさと名物応援宣言の内容に合致する取組みである。
また、地域支援機関や地域信用金庫からのアドバイス支援等

を受けて実施している。

地域産業資源「関の刃物」の生産技術の特徴を活かして、基本
性能や機能性の高い美容鋏を製造し、自社ブランドとして展開す
る。本製品は、刀の伝統製法を活かした鍛錬した積層鋼材である
ダマスカス鋼材を使用した鋏や、癖毛のみをカットすることに特化
した機能性鋏が中心であり、美容師をターゲットに販路開拓を実
施する。本事業により、地域産業資源である関の刃物の認知度
が高まり、刃物に携わる地域の他の中小企業者への波及効果が
期待される。

【ダマスカス鋼鋏】
◆商品の特性

【刃付け作業】



事業名：岐阜、西濃のアパレルの縫製技術を用いた除湿及び消臭機能付き雑
貨等の開発・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 ４－２９－０２９

地域資源名 岐阜、西濃のアパレル 認定日 平成３０年２月９日

地 域
岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、
本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、
神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町

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：岐阜県羽島市江吉良町１１３４番地１

Ｈ Ｐ： http://technad.co.jp

会社名：テクナード株式会社
（法人番号：5200001012110）
連絡先：ＴＥＬ：058-393-1525      

ＦＡＸ：058-393-1710

【商品例（洋服用雑貨）】本商品「洋服用雑貨」は新シリカクリン商品の第一弾として
開発した商品である。商品のＰＲポイントとしては、本商品に
洋服を掛けておくだけで、消臭と除湿が行える点である。デザ
イン性を重視する消費者への訴求力は高く、他の競合品、類
似品と比べても競争力がある。

国内の除湿・消臭剤市場は拡大傾向にあり、２０１６年の市
場規模は約７００億円である。従来型の洋服用スプレー等の
需要は一段落しており、今後はデザイン性を重視した商品市
場の拡大が見込まれることから、市場性は十分に認められる。

インテリアや生活雑貨等の関連メーカー（ＯＥＭの受注生産）
を主な販売ターゲットとし、インテリア関連の展示会等への出
展により、新たな需要の開拓を行う。

羽島市や羽島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、デザインについては
（財）岐阜県産業経済振興センターから助言を受けている。
新シリカクリンを製造する際、尾州地域の外注先にラミネー

ト加工を依頼している。

地域産業資源「岐阜、西濃のアパレル」の縫製技術等を活用
して、除湿及び消臭機能付き雑貨等の開発、製造、販路開拓
に取り組む。

岐阜、西濃のアパレルの加工技術の特徴である「裁断技術」
や「縫製技術」を駆使した商品であり、本商品の認知度の高ま
りと共に「岐阜、西濃のアパレル」の認知度が高まり、地域の
アパレル関連企業への波及効果が期待される。

【縫製工程】

【洋服用雑貨の使用例】

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針



事業名：地縫い調整技術を活用したオリジナル帽子の製造・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 ４－２９－０３０

地域資源名 名古屋のアパレル 認定日 平成３０年２月９日

地 域
名古屋市、一宮市、春日井市、津島市、江南市、稲沢市、東
海市、知多市、岩倉市、豊明市、愛西市、清須市、北名古屋
市、あま市、扶桑町、大治町、蟹江町

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：愛知県名古屋市熱田区伝馬
二丁目９番１３号

ＨＰ：http://www.hatblock.co.jp/pages/

shopinfo.html

会社名： 山鶴株式会社
（法人番号： 4180001023045）
連絡先：ＴＥＬ： ０５２－６８１－７７０１

ＦＡＸ： ０５２－６８１－７７０４

【地縫い調整技術】

手ごろな価格で自分だけの帽子をつくることができる点は競合
他社と比較して優位性があることから競争力があると言える。

パターンオーダーの仕組み導入によるオリジナル帽子の需要
は、自分だけの帽子を求める層の拡大を背景として、消費者が
潜在的に抱えているが未だ満たされていない“豊富なサイズ展
開・多様な生地・シルエットの微調整”という未充足ニーズが満た
されることから、更なる拡大があると見込まれる。

画一的な商品では飽き足らず細部に至るまでこだわりを持った
ファッション感度の高い若年層からシニア層までの主に男性を対
象に、店舗を中心とする地域に根ざした施策並びにネットを活用
した相互活動施策（ＳＮＳ・マップ機能）等に基づく誘客、及び展示
会出展によるＯＤＭ先の開拓を図り、新規需要開拓を実現する。

地域産業資源「名古屋のアパレル」を用いたパターンオーダー
の仕組みを導入し、消費者目線に立った商品製造・販売のモデ
ルとなるべく、今後も、支援機関や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「名古屋のアパレル」の特徴である問屋機能によ
り培われた個々の顧客対応するための技術基盤である縫製技術
を活用して、製品の機能・効果を高め、生産、販路開拓に取り組
む。縫製技術の中でも地縫い調整技術を利用して、パターンオー
ダーの仕組みを導入することにより、自分だけのオリジナル帽子
をつくることを可能とした。当該製品を「HATBLOCK」ブランドとし
て拡販することで、「名古屋のアパレル」の認知度が高まり、アパ
レル業界への波及効果が期待できる。

【パターンオーダーの仕組み
を導入したオリジナル帽子】

【本製品（オリジナル帽子）】



（法人番号：6180001110312）

事業名：訪日外国人を対象とした名古屋の地域資源を活用した着地型観光プログラム
の開発販売及び、城下町文化の残るエリアでのゲストハウス運営事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 観光資源 通巻番号 ４－２９－０３１

地域資源名 名古屋城 等 認定日 平成３０年２月９日

地 域 名古屋市 等 所管省庁
農林水産省、国土交通省、
経済産業省

所在地：愛知県名古屋市西区那古野1-6-13

Ｈ Ｐ： http://www.nishiasahi.nagoya/

会社名：株式会社ツーリズムデザイナーズ

連絡先：ＴＥＬ：０５２－６２９－５８２８
FAX：０５２－３０８－８７６７

地域産業資源「名古屋城」等の観光資源を活かし、訪日外
国人向けに観光地訪問だけでなく伝統文化、地元飲食品や
歴史資源を生かしたユニークな体験を提供することで、新た
な人と文化の融合を生み出す地域のインバウンドツーリズム
の販路開拓に取り組む。また、名古屋を代表する円頓寺商
店街に訪日外国人向けの喫茶・ゲストハウス「西アサヒ」を運
営することで来名観光客の受け皿とし、地域の観光関連業
への波及効果も期待する。さらには、インバウンドツーリズム
に特化したラウンドオペレーターの人材育成も実施する。

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

インバウンド向けツアー市場は、２０２０年のオリンピック開
催に向けて４，０００万人の到達目標を掲げていることなどを
受け、さらに海外旅行客自体の規模が拡大する傾向にある。
その中で、インターネット予約が常に可能な名古屋地域での
着地型ツアーの市場性はあると見込まれる。
◆需要の開拓の方針

訪日外国人をターゲットにし、徹底したデジタルマーケティ
ングを進め、インターネット上での販促、受注、申込、支払い
ができるような取り組みを行い、有力旅行サイトでの販売を
強化すべく、他のサイト運営事業者等への販路開拓を行う。
◆商品の特性

当社のプログラムは、観光地を巡るだけでなく、ツアーガイ
ドの案内を得て、日本人には普通の風景である街そのもの
（パチンコ、ゲームセンター、公共交通機関等）を見たり、触
れたり、名古屋ならではの体験をしたりという点が特徴である。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

地元観光関連事業者、中部広域連携DMOと連携すること
で地域の着地型ツアーのパイオニアとして取り組んでいく。

【地域産業資源 名古屋城】

【ツアー風景】

【ゲストハウス「西アサヒ」】



事業名：カーテンの切断接着技術を活用したファブリック製ファッション・インテリ
ア小物の製造販売事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２９－０３２

地域資源名 尾州インテリア織物 認定日 平成３０年２月９日

地 域
一宮市、江南市、小牧市、
大口町、扶桑町

所管省庁 経済産業省

所在地：愛知県一宮市萩原町串作郷２７番地

Ｈ Ｐ： http://chop-web.com/

会社名：進弘産業株式会社
（法人番号：5180001084672）
連絡先：ＴＥＬ：０５８６－６９－１１２１

FAX：０５８６－６９－１３８４

地域産業資源「尾州インテリア織物」の生産に係る技術の
特徴であるカーテンの切断接着技術を活かし、細かな柄を
０．１ミリ単位で正確に切り抜き、柄自体がずれないように裏
地（オーガンジーを使用）張りを行うことで柄ずれしない特徴
を活かした商品として、手軽に装着でき、金属アレルギーな
どに影響されないファブリック製のブレスレットやインテリア
小物を開発し、「Ｃｈｏｐ！！」というブランド名での生産、販路
開拓に取り組む。地域の他のカーテン製造事業者などへの
波及効果が期待される。

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

本事業製品は、２０～４０代の働く女性をターゲットに、ビジ
ネスシーンにそぐわない派手な高級ブランドのものに比べ、
毎日の気分やその日の業務内容によって手軽に着替えられ
る装着バリエーションが好まれるという傾向を考慮した訴求
力もあることから市場性があると見込まれる。
◆需要の開拓の方針

国内はデパート・専門店・雑貨店などの小売店舗でポップ
アップショップなどを通して、実績をつくりながら開拓を進める。
海外では、クールジャパンのかわいらしさと品質の高さをコン
セプトとし、日本製品を置いている雑貨店で需要の開拓を行
う。また、柄だしの自由度を活かしてＯＥＭ受注も目指す。
◆商品の特性

スワロフスキー・クリスタルを用い、洗剤で水洗いできるな
ど日常生活で使いやすい機能とファッション性を兼ね備え、
他の競合製品とは異なるフォーマルかつ服飾雑貨のポジ
ションを構築できると考えられる。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

一宮市が進めるふるさと名物応援宣言等と連携することで
地域を代表するブランドとして地域を挙げて取り組んでいく。

【地域産業資源
尾州インテリア織物】

【製造工程 切断接着加工】

【Ｃｈｏｐ!! ブレスレット】
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