
 

 

                             平成２９年１２月８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２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２回の認定として、「地域産業資源活用事業

計画」８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２回として地域産業資源活用

事業計画を８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８月までに３１５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３２３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

簡単に切れ味がよみ
がえる扱いやすい刃
物等の開発・製造・販
売事業

最適な鋼材を使用し、ノコギリ状になった刃先の先端部分や刃先に独
特の加工を施すことにより、刃先の切れ味が持続し、一般家庭でも新聞
紙や紙やすりで研ぐだけで簡単に切れ味を取り戻すことができる刃物
（包丁）の開発に成功、販路拡大を図るとともにステーキナイフ等の新
商品開発に取り組む。料理をライフスタイルの一部としてとらえ、料理に
欠かせない道具にこだわりを持つ層を対象に、高級品を扱う問屋、専門
小売店、料理教室、百貨店等を販路としてブランドの確立を図る。

美濃焼モザイクタイル
シート（Ｄ．Ｉ．Ｙ．タイ
ル）等の製造・販売事
業

4

藤垣窯業株式会社
岐阜県
多治見市

6200001019641

インテリアに関心の高い３０代～４０代のドゥ・イット・ユアセルフ（ＤＩＹ）
女子をターゲットに、美濃焼タイルをシ－トに施工し、裏面に粘着テープ
を貼ったＤＩＹ用のモザイクタイルシ－トの開発・改良を行う。塩化ビニー
ル（ＰＶＣ）の目地をはめ込み、よりフラットな美しい仕上がりにすること
ができ、壁紙を痛めることなく、自分好みの大きさに貼り付け、部屋の内
装や水回りなどモザイクタイル風のインテリアとして仕上げることができ
る。ＤＩＹを楽しむ客層から支持されている雑貨店や、ＤＩＹ・インテリア関
連などの展示会でもＰＲ活動していく。

5

三星刃物株式会社
岐阜県
関市

【活用する地域資源】
関の刃物

【活用する地域資源】
美濃焼

7200001020961

平成２９年度　第２回地域産業資源活用事業計画認定事業一覧

事業者名

常温・長期保存が可能で、アレルゲンフリー、蒟蒻で米つぶの食感を持
たせているため米を必要とせず、暖めることなく、そのまま食べられるレ
トルトカレーの開発に成功。一般消費者の日常・非常食、企業・自治体
の備蓄用として販路拡大を行う一方、石川産の米や地元の野菜を活用
し、リゾットとおかゆを新たに開発し、アレルギーを持つ被災者に安全・
安心な災害食を提供するため、大手ス－パ－、災害食の卸事業者、医
療関係事業者などへの販路開拓を進める。

3
アレルゲン不使用の
災害食の試作開発お
よび販路開拓事業

トビウオを原料として用い、弾力や歯ごたえを持ち、天然素材に限定し
た食べきりサイズのかまぼこを伝統的な製法により製造している富山県
内唯一のかまぼこ製造業者が、富山県の方言でかまぼこを指す「はべ
ん」をブランドとして、食感の更なる改良に取り組むとともに、地元の食
材の組み合せにより、商品ラインナップの充実を図っていく。販路として
は、地元百貨店、駅や空港の売店、道の駅など地元中心であるが、首
都圏の百貨店にも展開していく。

【活用する地域資源】
かまぼこ

2

株式会社小菊製作所
富山県
射水市

アルミ加工技術を活
かした、新IH対応土鍋
の開発・製造・販売

ＩＨへの対応が困難な土鍋（万古焼）の内側にアルミ溶射加工によって
発熱体を作り、シリコンフッ素塗料を塗布することによる複層仕上げによ
り、土の手触りを保ち焦げ付きの防止や食洗機の対応が可能なＩＨ対応
土鍋の開発に成功。サイズを拡充して販路開拓を行うが、今後、他産
地の製品にもこの技術を展開していく。高所得者層をターゲットとして、
百貨店を中心に、キッチン用品を扱うインテリアショップや商社などに販
路を広げていく。更にＩＨの普及が著しい中国への展開も視野に入れて
いる。

富山の伝統的な「かま
ぼこ」を活用した新か
まぼこ「はべん」の開
発・製造・販売

【活用する地域資源】
アルミニウム加工製品

三徳屋株式会社

【活用する地域資源】
石川米

1

株式会社富山ねるものコ－ポレ－
ション

富山県
高岡市

5230001015283

石川県
金沢市

3230001012415

7220001015101

（別紙） 

ＩＨ調理器対応鍋土鍋 

「プロヴァンス」 

「Ｄ．Ｉ．Ｙ．タイル」 

ごはんが入った 

そのままでおいしいカレー 

「はべん」シリーズ商品 

 

 和（Nagomi） 



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

「深い緑」、「上品な香り」、「穏やかなうまみとコク」という特徴を持つ、西
尾の抹茶を活用し、原料の配合技術と抹茶の攪拌方法の工夫により、
牛乳を混ぜて冷蔵庫で冷やすだけで抹茶アイスができる抹茶スイ－ツ
の素の開発・販路開拓を行う。こだわりを持ったデザートを欲する消費
者をターゲットにしており、「こだわりの商品」や「地域の名物」などの食
材を扱う商社の他、地元のホテル・飲食店などにも業務用として販路拡
大を図る。

独自の製法により、弾力があり、臭みがなく味の染み込みがよい蒟蒻
に三重県産の海藻である「あおさ」や「アカモク」を加え、海藻の香りや
味わい、刺身らしい食感を持つ刺身蒟蒻の開発・改良と、百貨店に販
路を有する卸売商社や地方スーパ－等に販路開拓を行う。また、三重
県産の米粉を用い、アレルゲンとなる食材を用いること無く、抵カロリー
な蒟蒻を麺にした蒟蒻麺（香肌麺）の開発・販路開拓を行い、既存の販
売ルートに加え、地元の飲食店との協業や医療・介護分野への販路開
拓にも取り組む。

独自の配合・撹拌技
術を用いた海藻・米粉
等を用いたこんにゃく
製品等の製造・販売
事業

西尾の抹茶を活用し
たスイーツの素等の
開発・製造・販売事業

国産鋳物製ホーロー
鍋を活用した炊飯器
「バーミキュラ　ライス
ポット」の製造販売、
および海外等への進
出販売事業【活用する地域資源】

鋳物

41800010187306

愛知ドビ－株式会社
愛知県
名古屋市

4180301022440

銑鉄鋳物・精密機械加工技術により、密封性の高い完全無水調理鍋の
開発と市場化に成功。この鍋を炊飯に活用している顧客からの要望に
より、完全無水調理鍋に改良を加え、密封性が高く、蒸気の吹き出しを
コントロールできるよう工夫した鋳物製鍋蓋（フロ－ティングリッド）によ
る鍋を内部に組み込んだＩＨ炊飯器の改良とサイズや色のバリエ－ショ
ン拡充により販路開拓を行うもの。内鍋が様々な調理に活用でき、国
内・アジアだけでなく、欧米への展開も視野に入れている。

7

株式会社宏昌食糧研究所
愛知県
西尾市

【活用する地域資源】
西尾の抹茶

8

有限会社上野屋
三重県
松阪市

【活用する地域資源】
海藻加工品、米粉

3190002015909

さしみこんにゃく 

 

抹茶アイスの素 

 

バーミキュラ ライスポット 

 和（Nagomi） 



  

 

 

事業名：富山の伝統的な「かまぼこ」を活用した新かまぼこ「はべん」の開発・製造・販売 

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 － ０１１ 

地域資源名 かまぼこ 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  富山県高岡市 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：富山県高岡市二塚199-16 

 

Ｈ Ｐ：http://www.asazen.co.jp/ 

会社名：株式会社富山ねるものコーポレーション 
（法人番号5230001015283） 
連絡先：ＴＥＬ：0766-63-4848 
            ＦＡＸ：0766-63-4849 

 ①富山の伝統製法による魚本来の旨みと食感、②原料は
天然素材に限定、③食べ切りサイズ、④イージーオープン、
⑤地元の食材を用いたラインナップという特性を有し、他の
競合商品や類似品と比べて競争力を有している。 

 かまぼこを含む魚肉練製品の市場規模としては近年横ば
いで推移しているが、市場からは「少量消費」「手軽さ」「本
物・高級志向」といったニーズがある。本商品は食べ切りサ
イズ、イージーオープン、素材の旨みと食感の良さという評
判を有しお土産や移動時の軽食という点で訴求力がある。 

 まず、北陸エリアの観光客をターゲットとして、道の駅や土産
店、地元百貨店へ営業活動を行う。また、首都圏の本物・高級
志向の消費者をターゲットに、有名百貨店や高級スーパーなど
に対して営業活動を行う。さらに、展示会に出展し本商品の特
徴である素材の良さなどを前面に出し、ＰＲ活動を行う。 

 高岡水産物市場から地物の魚の仕入を行っており、また高
岡商工会議所から販路開拓支援を受けている。さらに、富山
県食品研究所から食感等に関する助言を受ける。 

 日本海沖で水揚げされた新鮮なトビウオを原料とする富
山の伝統的な製法により化学調味料を使わず天然素材のみ
を用いて製造する県内唯一のかまぼこである。本事業では、
形や食感の更なる改良、地元の食材などとの組み合わせに
よる種類拡充などにより販路開拓に取り組んでいく。 
 富山県のかまぼこを指す方言である「はべん」を商品ブ
ランド名とし、富山らしさを前面に打ち出しながら販路開
拓を図っていくことで、「富山のかまぼこ」の認知度が高ま
り、地域の他の中小企業への波及効果が期待される。 

◆商品の特性 

【「はべん」シリーズ商品】 
上左：白えび 

上右：富山ブラック（黒ごま・はちみつ） 
下：平ら鱒蒲 

◆需要の開拓の方針 

【富山のかまぼこ（昆布巻等）】 



  

 

 

事業名：アルミ加工技術を活かした、新ＩＨ対応土鍋の開発・製造・販売 

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 － ０１２ 

地域資源名 アルミニウム製品 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  富山県射水市 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：富山県射水市松木44番地  
 
Ｈ Ｐ：http://www.kogikuseisakusyo.co.jp/ 

会社名：株式会社小菊製作所 
（法人番号3230001012415） 
連絡先：ＴＥＬ：0766-84-1836 
            ＦＡＸ：0766-84-1837 

 ①温まりやすく冷めにくい、②焦げ付きにくい、③軽量、④
食洗機対応、⑤ＳＧマーク取得といった特徴を有したＩＨ対応
土鍋である。また、他社製品には見られないパステルカラー
のバリエーションを有し、グッドデザイン賞を受賞する等、デ
ザイン面でも優位性がある。 

 国内市場においては、自宅で調理する「内食」が増加傾向にあり、
特に鍋料理は一人鍋ブームなど、手軽な家庭用メニューとなって
いる。加えて、国内外でＩＨ調理器の普及が加速的に進んでいるこ
とや、核家族化が進んでいることから、ＩＨに対応したこだわりの土
鍋を求める傾向にあり、市場性はあると見込まれる。 

 富裕者層をターゲットに、国内外の展示会やイベントに積極的
に出展することで、国内外の百貨店などに販路開拓を図る。ま
た、海外出展の経験が豊富な商社等と連携し、現地の情報収
集を図る。さらに、自社ホームページの見直し並びに外国語対
応の販促グッズ作成を行い、これらを活用した営業活動を行う。 

 地元のプロダクトデザイナーとの連携によって、本商品のデザイ
ン性を高めることができた。また、取引金融機関や中小企業基盤
整備機構北陸本部より販路指導並びに情報提供を受けている。 

 富山県で培われた「アルミニウム製品」の加工技術を活用し、ＩＨ非
対応の萬古焼土鍋の内側にアルミ溶射加工を施すことで、ＩＨ調理器
による調理が可能な土鍋の改良及び販売を行う。また、溶射したア
ルミ膜にシリコンフッ素塗料を塗布する技術により、焦げ付きの防止
や食洗機への対応が可能になった。本事業では主力商品である「プ
ロヴァンス」シリーズの多サイズ展開並びに他産地の土鍋のＩＨ化な
どにより商品ラインナップの拡充を図り、国内外にて販路開拓を図る。 

◆商品の特性 

【商品：ＩＨ調理器対応土鍋
（商品名：「プロヴァンス」）】 

【アルミ加工後の土鍋内側】 



  

 

 

事業名：アレルゲン不使用の災害食の試作開発および販路開拓事業 

３類型   農林水産物 通巻番号 ４ － ２９ － ０１３ 

地域資源名 石川米 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  石川県金沢市 所管省庁 農林水産省、経済産業省 

 食物アレルギーに対応した災害食に対するニーズは高まっており、
①アレルゲンフリー（特定原材料27品目不使用） ②ご飯入り③温め
なくても食べられる④常温保存期間60ヶ月、といった特性を有する競
合品はない。カレーは横浜・災害食グランプリや行方・災害食グランプ
リでグランプリを受賞しており、他の類似品と比較しても競争力がある。 
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

 石川県工業試験場、石川県産業創出支援機構、中小機構北陸本
部、金融機関などから、技術面、経営指導面、金融面などの支援を受
けている。 

所在地：石川県金沢市北塚町136-1 

Ｈ Ｐ：http://mitsutokuya.com/ 

会社名：三徳屋株式会社 
     （法人番号7220001015101） 

連絡先：ＴＥＬ：076-259-0778                         

             ＦＡＸ：076-259-0778 

◆商品の特性 

事業概要（地域産業資源の活用） 

 全国有数の良質な米である「石川米」の特徴である粘り強さと柔ら
かさを活かし、小麦を使用せずにとろみを出すことで、食物アレルギ
ーがある子供にも安心して、温めずにそのまま食べさせられ、こんに
ゃくで米粒の食感を持たせ、別途ご飯を必要としない災害食カレーを
開発した。 

 本事業では、誰もがそのままで安心して食べられるアレルゲンフリ
ーの災害食シリーズとしてリゾットやおかゆを開発し、災害食カレーを
含めた災害食シリーズの販路開拓を図っていく。 
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 

 今後発生するとされる南海トラフ地震などのピーク時には190万
人から700万人の避難者が発生すると想定される。本事業では、備
蓄を進める自治体や企業などに対し災害食として提案する。また、
日常的に保存食を消費するローリングストック法による備蓄食料と
して、一般家庭などの需要の開拓を行う。 

◆需要の開拓の方針 

 自治体や企業などに対しては、防災や災害食をテーマとする展示
会等に出展し、商談機会の獲得を図る。また、一般家庭での備蓄
ニーズに対しては、大手スーパー、コンビニチェーンなどとの商談を
進める。さらに、タイ、シンガポール、台湾などから引き合いを得て
いることから、海外市場での販売も視野に入れる。 

【地域産業資源 石川米】 

【商品：「ごはんが入った 

そのままでおいしいカレー｣】 



  

 

 

事業名：美濃焼モザイクタイルシート（Ｄ．Ｉ．Ｙ．タイル）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 － ０１４ 

地域資源名 美濃焼 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  多治見市 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：岐阜県多治見市旭ヶ丘十丁目６番地の１８ 

Ｈ Ｐ： https://diy-tile.com/ 

会社名：藤垣窯業株式会社 

（法人番号 7200001020961） 
連絡先：ＴＥＬ： ０５７２－２９－２０００                            

             ＦＡＸ：０５７２－２７－５６１７ 

 本商品は美濃焼のタイルを活用したことで、類似品のタイル風
壁紙やタイル風シールとは一線を画す質感と立体感があり、本物
志向の大人の女性のニーズに合致する。また、施工は非常に簡
易であり、賃貸向けの剥離可能なシールもバリエーション展開し
ており、凹凸の激しい面や水回りなど様々な用途に合わせた選
択が可能となっている。 

 本商品は、ＤＩＹを趣味とする女性をターゲットとしている。近年、Ｄ
ＩＹ市場は女性を中心に活性化しており、ＴＶ、雑誌等での特集も多
い。また、自身のＤＩＹ作品をＳＮＳで紹介する女性も増加しており、
今後も一定の市場拡大が見込まれる。 

 本商品は、インテリア装飾素材として、ホームセンター、ＤＩＹを楽
しむ層から支持を受けている雑貨店、ライフスタイルショップ等へ
の卸販路を拡充するほか、自社インターネットショップ、自社直営
店舗での直販も実施する。 

 本事業は多治見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。また、
本事業は多治見商工会議所のアドバイスを受けており、多治見地域のタイルメーカー
の協力を得て実施している。 

 自分好みの大きさで、貼り付けが簡単な「美濃焼タイル」のＤＩＹ用
モザイクタイルシ－トを産地で初めて開発し、部屋の内装をモザイ
クタイル風のインテリアに仕上げることができる。「美濃焼」の中で
生産シェアの高いタイルを使用することにより、立体感や釉薬の質
感を持ち、タイルの重量に対しては、強力で簡単に剥がれる粘着
シ－トの開発、窯元やロット等によるタイルの微妙な寸法精度の違
いは、はめ込み式の目地を用い、美しくよりフラットな面に仕上がる。
本商品は「Ｄ．Ｉ．Ｙ ＴＩＬＥ」という名称でブランド化を推進していく。 

【フラット目地】 

◆商品の特性 

【Ｄ．Ｉ．Ｙ．タイル】 

◆需要の開拓の方針 

【施工例】 



  

 

 

事業名：簡単に切れ味がよみがえる扱いやすい刃物等の開発・製造・販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品の技術 通巻番号 ４ － ２９ － ０１５ 

地域資源名 関の刃物 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  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：岐阜県関市下有知５１７８番地 

      

Ｈ Ｐ： http://nagomi.mitsuboshi-cutlery.com/ 

会社名： 三星刃物株式会社 

（法人番号：６２００００１０１９６４１）  
 連絡先：ＴＥＬ： ０５７５－２２－２３４５                           

       ＦＡＸ：０５７５－２２－２３４７ 

【製造工程】 

 高価格ではあるが、切れ味の良さや切れ味の持続性、刃こぼ
れのしにくさ、デザイン性の高さ、研ぎやすさなどの優位性があり、
家庭での扱いやすさを実現していることから競争力がある。 

 簡単に切れ味がよみがえる刃物の需要は、料理をライフスタイ
ルの一部として捉える層の拡大を背景として、料理に欠かせない
道具に対する消費者の不満や要望に応えていくことによって、市
場性は更なる拡大があると見込まれる。 

 高価格帯の製品を扱う問屋・専門小売店・料理教室を販売ター
ゲットとし、問屋向けにはインテリア・ライフスタイル展など展示会
の出展を通じて、個人消費者向けには、百貨店や専門小売店及
び、自社ホームページの充実によりネット販売に注力し、新たな需
要の開拓を行う。 

◆商品の特性 

 地域産業資源「関の刃物」を用いた消費者目線に立った商品
開発のモデルとなるべく、今後も、関市（ふるさと名物応援宣言
発表）、岐阜県産業経済振興センター、地域金融機関等と連携
を図ると同時に、地域の活性化に取り組んでいく。 

 地域産業資源「関の刃物」の製造技術を活かして、 「鋼材と刃
付け加工のバランス」を最適化することにより、製品の機能・効
果を高め、簡単に切れ味がよみがえる刃物の改良、販路開拓及
びステーキナイフ等の新商品開発にも取り組む。 

 「関の刃物」の「刃付け部分の大小による切れ味の違い」という
性質を利用して、一般家庭にある新聞紙や紙ヤスリを用いて刃
付け部分をよみがえらせ、切れ味を取り戻すことを可能とした。
当該製品を「和（Nagomi）」ブランドとして拡販することで、「関の
刃物」の認知度が高まり、刃物業界への波及効果が期待できる。 

【新聞紙や紙ヤスリを用いて 

簡単に切れ味がよみがえる】 

【本製品】 



  

 

 

事業名：国産鋳物製ホーロー鍋を活用した炊飯器「バーミキュラ ライスポット」の
製造販売、および海外等への進出販売事業 

事業概要（地域産業資源の活用） 
 

 

 

 

 

  

３類型  鉱工業品の生産に係る技術 通巻番号 ４ － ２９ － ０１６ 

地域資源名 鋳物 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  
豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡市、
常滑市、高浜市、名古屋市、一宮市、稲沢市、東海市、大府
市、弥富市、あま市、蟹江町、大口町 

所管省庁 経済産業省 

所在地：愛知県名古屋市中川区宗円町１－２８ 

      

Ｈ Ｐ： http://www.vermicular.jp 

会社名：愛知ドビー株式会社 

（法人番号 4180001018730）  
 連絡先：ＴＥＬ： ０５２－３５２－２５３１ 

       FAX： ０５２－３５３－５４０１ 

 地域産業資源「鋳物」の生産に係る技術の特徴である精密
加工技術を活かして、極限まで密封性を高めた鍋蓋を持つ
「完全無水調理鍋」を実現したところ、購入した顧客からの要
望により、鍋を利用した炊飯器の開発に取り組んだ。 

 お米を炊く際に絶対に必要である水（吹きこぼれの蒸気）を
開放させるという構造・機能を持ったフローティングリッドと呼
ぶ鋳物製鍋蓋の開発に成功、これにより炊飯器「バーミキュ
ラ ライスポット」を新たに開発し、サイズ、カラーバリエーショ
ンの充実を図り、販路開拓に取り組む。これにより、「メイド・
イン・ジャパン」製品の品質の高さを世界に知らしめ、ものづ
くり産業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 

 炊飯器市場の需要は、国内では家電の高級化志向、海外
では日本食ブームなどを背景として、美味しいお米や料理を
もとめる層を中心として、需要が伸びるとされており、本事業
製品は、究極の鋳物ホーロー鍋という訴求力もあることから、
開発する新商品の市場性はあると見込まれる。 

◆需要の開拓の方針 

 国内については自社の通販、百貨店・専門店・大手家電販
売店での独自コーナー展開にて、こだわりをもつ炊飯器を求 
める層の需要を開拓する。海外については、万能調理器とし
て重点エリアをアメリカ等に設定し、マーケティング調査、改
良とコンセプトの再設定をすることで新たな需要開拓を行う。 

◆商品の特性 

 操作性、メンテナンス性、保温機能など他社製品にはない
特性を所有し、鋳物ホーロー製内窯製の炊飯器としては他
の競合品、類似品と比べても競争力を持つ。 
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携 

 地域の行政が進める開発事業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。 

 

 

 

 

 

 

【バーミキュラ ライスポット】 

【新技術 フローティングリッド】 

【蒸気の吹き出し口】 



  

 

 

事業名：西尾の抹茶を活用したスイーツの素等の開発・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 － ０１７ 

地域資源名 西尾の抹茶 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  安城市、西尾市 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：愛知県西尾市徳次町小薮４５番地 

 

Ｈ Ｐ： http://www.e-tukemono.com 

会社名：株式会社宏昌食糧研究所 

（法人番号 4180301022440） 
連絡先：ＴＥＬ： 0563-56-8844                            

             ＦＡＸ：0563-57-1805 

【抹茶アイスの作り方】 

 西尾の抹茶の特徴である「深い緑」や「上品な香り」を味わうこ
とができる商品であり、本物志向の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。抹茶アイスの素
に牛乳を混ぜて冷凍庫で冷やすだけで簡単に作ることができる。 

 国内のアイスクリーム市場は拡大傾向にあり、２０１６年の
市場規模は約５，０００億円である。アイスクリームの購入目
的は「自分へのご褒美」「癒し」等が上位に挙がり、高級アイ
スクリームの需要が拡大傾向にあることからも市場性は十
分に認められる。 

 こだわりの品や地域の名物を扱う食材関連商社を主な販売
ターゲットとし、スイーツ関連の展示会等への出展、地元ホテ
ル、飲食店の業務用として、新たな需要の開拓を行う。 

 西尾市や西尾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、地域ブランド「西尾の抹茶」のブ
ランドマークの使用許可を得ており、当社のブランド力の向上と
「西尾の抹茶」のＰＲに繋げていく。 

 地域産業資源「西尾の抹茶」を活用して、抹茶スイーツの素
等の開発、製造、販路開拓に取り組む。 

 本商品「抹茶アイスの素」は抹茶スイーツの素の第一弾とし、
独自の技術により開発した商品である。商品のＰＲポイントと
しては、西尾の抹茶の特徴である「深い緑」、「上品な香り」、
「穏やかなうまみとコク」が挙げられる。本商品の認知度の高
まりと共に「西尾の抹茶」の認知度が高まり、地域の抹茶関連
企業への波及効果が期待される。 【西尾の抹茶ロゴマーク】 

【抹茶アイスの素】 

◆商品の特性 

◆需要の開拓の方針 



  

 

 

事業名：独自の配合・撹拌技術を用いた海藻・米粉等を用いたこんにゃく製品等
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 － ０１８ 

地域資源名 海藻加工品、米粉 認定日 平成２９年１２月８日 

 地  域  三重県全域 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：三重県松阪市飯高町宮前1468－1 

 

Ｈ Ｐ： www.konnyaku.co.jp 

会社名：有限会社上野屋 

（法人番号３１９０００２０１５９０９） 
連絡先：ＴＥＬ： ０５９８－４６－０００７                     

             ＦＡＸ：０５９８－４６－１３０７ 

【香肌麺を用いたラーメン】 

 さしみこんにゃく製品では、滑らかな食感や鮮やかな色合い
を実現し、着実にファンを拡大している。香肌麺についても、
グルテンや大豆などアレルゲンとなる食材を用いていないこ
とから、機能的にも差別優位性を発揮する製品となっている。 

 こんにゃく市場の需要は、長年にわたって安定的に市場が
推移している。特に低カロリー、低糖質など高機能麺類市場
では、大手インスタント・カップ麺が参入を積極的に進めるな
ど近年、市場が大きく拡大している。 

 さしみこんにゃく製品はスーパーや卸売企業を販売ターゲット
とし、商社向けには首都圏でこれまでに構築した販路を強化す
る。香肌麺については、スーパーなど既存販路に加えて、医
療・介護分野への販路開拓や、飲食店との協業により食材とし
ての可能性を模索する。 

 これまでに三重県や地域商工会との連携事業を多く実現して
おり、本事業において新製品を投入していくことで、地域資源の
新たな活用とともに地域の活性に寄与する取り組みを強化する。 

 地域産業資源「海藻加工品」の特徴である三重県のアオサ
やアカモクなどを活用し、当社のこんにゃく製造ノウハウに
よって、海藻の味わいや色合い、風味などを持つさしみ蒟蒻
の開発、生産、販路開拓に取り組む。 

 また地域産業資源「米粉」の活用により、味わいや食感が麺
に近く、アレルゲンとなる食材を用いることなく、低カロリー、
低糖質なこんにゃくを麺にした「香肌麺」を開発した。新たな製
品の実現や本事業の周知活動から、当該地域資源の認知度
を向上する効果が期待される。 

【地域資源：海藻加工品 

         （アオサ）】 

【商品 さしみこんにゃく】 

◆商品の特性 


