
 

 

                             平成３１年２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３０年度第４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３０年度第４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３０年度第４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。（認定計画の概要は別紙のとおり） 

 

２．中部経済産業局では、これまでに３４４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３５４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 加藤 

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

4230001010896

平成３０年度　第４回地域産業資源活用事業計画認定事業一覧

事業者名

地域産業資源「アルミニウム製品」を活用し、独自の鋳造技術やノウハウ
により、軽量で熱伝導性を高め、鍋の外面にホーロー加工を施すことによ
り光沢感や扱いやすさ（手入れの良さ、傷の付きにくさ）を実現した。さら
に、鍋蓋の内面に波紋（HAMON）状の突起を付加することにより素材から
出る蒸気を鍋全体に滴下できる構造等による工夫を施している。今後、ブ
ランド化の確立により新たな販路開拓を図る。

【活用する地域資源】
アルミニウム製品

独自技術により可能と
なった、アルミニウム製
万能調理ホーロー鍋
「HAMON」の販売、改良
事業

1

北陸アルミニウム株式会社
富山県
高岡市

フリーズドライ醤油関連
製品の開発および国内・
海外市場での需要開拓・
販売事業

地域産業資源「大野醤油」の特徴である天然の甘味や旨味を活かし、独
自の製造技術やノウハウにより、軽量で携帯性に優れ手軽に持ち運ぶこ
とができ塩分量の調節が可能なフリーズドライ（粒状）醤油を製造、販売す
る。業務用から家庭用まで、多様な食のニーズに応じた新たな味付けの
シーンを提案していくことにより、国内及び海外において需要開拓を図る。

【活用する地域資源】
大野醤油

2

直源醤油株式会社
石川県
金沢市

1220001004695

3

ヤマガタヤ産業株式会社
有限会社アイ・ジャパン
長良川木材事業協同組合
郡上森林組合 岐阜県

瑞穂市

8200001011605
3200002017812
2200005011978
4200005011191

東濃桧等の端材を有効
活用した木の塗り壁材等
の製造・販売事業

地域産業資源「東濃桧等」の端材を有効活用した「木の塗り壁材」を製造・
販売する新たな事業に取り組む。本製品は、自然素材を用いた安心・安全
な製品であり、共同開発した補完剤により機能性特徴（調湿・抗菌・消臭・
蚊よけ・香り）を強化・持続させることに成功した。また建築建材以外にも
機能性を活かした高付加価値製品の製造・販売の拡充により、木材関連
業界への波及効果が期待できる。

【活用する地域資源】
東濃桧、長良杉

美濃焼の技術を活用し
た新しい転写技術による
飲食器等の製造・販売
事業

美濃焼の生産技術の中でも、特に絵付転写に係る技術を活用し、鉛やカ
ドミウムを含まない安全な方法での絵付転写や、今まで転写が難しかった
薄い素材のワイングラスなどへの転写も可能となった。本技術は、絵具の
発色も良く、温度によって絵柄が変化する温感転写も可能であり、尚且
つ、業務用食洗器や電子レンジなどに対応していることも特徴である。

【活用する地域資源】
美濃焼

4

株式会社センチュリー
株式会社丸モ高木陶器
有限会社たかぎ工芸
株式会社恵那シルク 岐阜県

多治見市

3200001020726
5200001021045
4200002020360
1180001073794

（別紙）

HAMON

シーズニングソイソルト

「木の塗り壁材

活用シーン

ワイングラスへの転写



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

うずらの卵を使用した焼
菓子等の製造・販売事
業

豊橋市が全国での出荷シェア１位を誇るうずらの卵を使用し、フィナンシェ
やサブレといった焼菓子に加工し、豊橋銘菓としてのブランド確立を図る。
パッケージも豊橋地域で知名度の高い市電や手筒花火をモチーフにする
など工夫を凝らし、現在は他の地域の菓子に押されているお土産売場に
おいて、豊橋銘菓としての地位を確立する。

【活用する地域資源】
豊橋うずら

8

株式会社スマイル－リンク
斎藤製菓株式会社

愛知県
豊橋市

5180301007564
6180301005682

5

丸新製陶有限会社
岐阜県
土岐市

9200002021619
型を使わずに製作する
浮彫デザイン陶器製食
器等の製造・販売事業

地域産業資源「美濃焼」に係る事業を長年にわたり実施してきた中、絵付
け工程において特許を取得した特殊な技術を活用するものである。当該
技術により、型を作らなくても製品の表面はもちろん内側にも凸凹意匠を
付ける事が可能になり、小ロットからオリジナリティーのあるカップや皿を
製造し提供していくことが特徴である。

【活用する地域資源】
美濃焼

食文化を切り口とした美
濃焼の情報発信および
販売支援事業

「世界一の食文化を作る」をテーマに、料理研究家や実際の陶磁器使用
者からの意見に基づき、個人の陶芸作家、量産窯などそれぞれの生産者
の個性を活かし、陶土、釉薬等の素材にまで踏み込んだ商品ブラッシュ
アップを行う。これにより、食文化の一部としての役割を担いながらも、美
濃焼としての個性が活きる商品として市場開拓を実施する。

【活用する地域資源】
美濃焼

7

家田紙工株式会社
岐阜県
美濃市

6200001000304

美濃和紙の特性を活か
した立体造形アクセサ
リーおよびステーショナ
リー等の製造・販売事業

地域産業資源「美濃和紙」が持つ、薄くて丈夫なことや原料配合や手漉き
工程の工夫から得られる透明感などの特性が活かされている。また、美濃
和紙の特性を最大限に活かす印刷や紙を折るなどの加工技術も併せた
特徴ある品質に仕上がっている。シャープで繊細な形状を出せている点で
はこれまでにないクオリティーに仕上がっている。

【活用する地域資源】
美濃和紙

6

株式会社井澤コーポレーション
岐阜県

多治見市
2200001020470

うずらの卵を使用した

フィナンシェ

小ロット対応で

凹凸がつけられる

旗艦店

美濃和紙の特性を

活かしたアクセサリー



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

9

ＭＯＶＥ
愛知県
愛西市

-
名古屋のアパレル技術
を活かしたバッグ等の製
造・販売事業

地域産業資源「名古屋のアパレル技術」を活用して、バッグ等の製造、販
路開拓に取り組む。
商品のＰＲポイントとしては、尾州の生地の特徴である「布柄の意匠性の
高さ」、「品質の高さ」、「柔らかく軽い」が挙げられる。本商品の認知度の
高まりと共に「織布産地」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】
名古屋のアパレル

高精度プラスチックを活
用した視野角１２０度以
上低歪曲小型レンズユ
ニットの製造・販売事業

地域産業資源「愛知のプラスチック」の生産に係る技術を活用し、マシンビ
ジョンカメラに搭載する視野角１２０度以上低歪曲小型レンズユニットの製
造・販売に取り組む。本製品は、１台の小型カメラでより多くの物体の認識
を可能とし、国内、海外へ拡販することで、高精度・高品質な「愛知のプラ
スチック」の知名度を高め地場産業への波及効果が期待される。

【活用する地域資源】
愛知のプラスチック

10

株式会社トヨテック
株式会社ジュコー
株式会社トヨテック大分
シナノカメラ工業株式会社 愛知県

豊川市

6180301010369
1180301010340
3320001008461
3100001013194

尾州の生地を

用いたバッグ

視野角１２０度以上

低歪曲小型レンズユニット



事業名：独自技術により可能となった、アルミニウム製万能調理ホーロー鍋
「HAMON」の販売、改良事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ０４－３０－００８

地域資源名 アルミニウム製品 認定日 平成３１年２月８日

地 域 富山県高岡市 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）

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
平成30年12月に地域未来牽引企業の選定を受けたことから、地域経済の担い手として、地

元を中心に各取引先との連携を強化していく。加えて、富山県が先導する「とやまアルミコン
ソーシアム研究開発プロジェクト」への参画や高岡市、中小企業基盤整備機構北陸本部との
各種施策における情報交換、支援を受け、商品改良及び販路開拓活動の加速化を図る。

所在地：富山県高岡市笹川２２６５

Ｈ Ｐ： https://hokua.com/

会社名：北陸アルミニウム株式会社
（法人番号4230001010896）
連絡先：ＴＥＬ：0766-31-4300       

ＦＡＸ：0766-31-5380

【アルミ製万能調理ホーロー鍋
「HAMON」】◆市場性

“内食ブーム”や“本物志向”の影響で、意匠性が高く、調理機能
に優れた「高級鍋」が百貨店等にて売れている現況にある。その市
場ニーズを踏まえ、アルミニウムの特性を活かした商品仕様により、
主流となっている鉄鋳物ホーロー鍋との差別化を図り、本物志向の
高い客層に対し商品を訴求していく。

◆需要の開拓の方針

本物志向の高いとされるアッパーマス層以上の主婦層を販売ター
ゲットとして、百貨店を中心に実演販売を行い、商品認知度の向上
を図っていく。加えて今後市場環境として伸びが予想される、通信
販売分野への更なる参入に向け、新規取引先の獲得を図っていく。

富山県で培われた「アルミニウム製品」の製造技術を活用し、
「無水調理」を始め、様々な調理に活用できる万能調理ホー
ロー鍋「HAMON」を開発した。

本事業においては、将来的な量産に向けた製造方法の確
立やIH対応、カラーバリエーションの開発に加え、内面コー

ティングの研究を行い、商品性能の向上及びラインナップ拡
充を図るほか、将来的なフライパンへの技術応用を目指す。

【調理イメージ】
◆商品の特性

1台で多様な調理方法に対応できるほか、鍋本体の密封性の高さから、現在ブームとなって

いる「無水調理」が可能な調理鍋である。またアルミニウムの特徴である軽さ、熱伝導が良さ
に加え、コストパフォーマンスの高さ、さらに外面のホーロー加工、内面のセラミックコーティン
グ加工による意匠性、扱いやすさ、耐食性の高さが特性として挙げられる。



事業名：フリーズドライ醤油関連製品の開発および
国内・海外市場での需要開拓・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 ０４－３０－００９

地域資源名 大野醤油 認定日 平成３１年２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

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：石川県金沢市大野町１丁目５３番地

Ｈ Ｐ： https://www.naogen.co.jp

会社名：直源醤油株式会社
連絡先：ＴＥＬ：076-268-1113

ＦＡＸ：076-267-4446
法人番号：1220001004695

【原材料の液体醤油】

食への安全・安心志向、健康志向というニーズや、国内外の飲食店
や個人を販売ターゲットとすることを踏まえ、塩分が卓上塩比較で１/３、
フリーズドライ製法なので、醤油の風味や味わいが劣化しない等の点
において、本事業品は他の競合・類似品と比べても競争力がある。

日米欧、中国など先進国の健康志向への高まりを背景として、ヘル
シーなイメージが浸透している日本食への需要が伸びると見込まれて
おり、本事業品は健康志向及び簡便志向という観点からの訴求力が
有ることから、開発する新商品の市場性は十分あると見込まれる。

業務用および健康志向の40代以上の女性をターゲットとし、レストラ

ンなどの飲食店、高級食材店、百貨店等に向けて、展示会出展や当
社輸出パートナーとの連携により、新たな需要の開拓を行う。

本事業品の原材料となる「大野醤油」の安定生産の観点から、大豆など地域の原材料供給
者との連携体制を維持強化する。製品の安全性・品質の確保の観点で、石川県予防医学協
会や石川県工業試験所に試作品や完成品の成分分析等を依頼する。海外販路開拓面では
ジェトロ金沢や中小機構北陸の支援を仰ぎ、地域を挙げてブランド化に取り組んでいく。

本事業では、地域産業資源「大野醤油」の特徴である旨みのある風
味を活かし、液体醤油をフリーズドライ加工により顆粒化・粉末化し、
商品化した。これに加え、本商品をベースに柚子や山葵など新たな風
味を加えたシーズニングスパイスの開発及び製造を行い、国内・海外
市場に対して需要開拓に取り組む。
本事業は「大野醤油」の特徴を生かす事業であり、醤油産地として大

野地区の認知度が高まり、地域内の他の醤油メーカー、直売店への
波及効果が期待される。

【大野醤油の特徴】

【シーズニングソイソルト】
◆商品の特性

大野醤油



事業名：東濃桧等の端材を有効活用した木の塗り壁材等の製造・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 ０４－３０－０１０

地域資源名 東濃桧、長良杉 認定日 平成３１年２月８日

地 域 岐阜県全域 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

◆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

会社名：ヤマガタヤ産業株式会社
（法人番号：8200001011605）
有限会社アイ・ジャパン
（法人番号：3200002017812）
長良川木材事業協同組合
（法人番号：2200005011978）
郡上森林組合
（法人番号：4200005011191）

連絡先：ＴＥＬ： ０５８－２７１－３１１１
（代表） ＦＡＸ：０５８－２７１－３１１６

【製造工程】

本製品が有する消費者の心身ともに健康で快適な暮らしの実現に資

する機能性（調湿・抗菌・消臭・蚊よけ・香り）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。

消費者の健康や安心・安全へのニーズの高まり等、新しいライフスタ
イルによる価値観の変化に応じた商品であることから、新たな需要拡大
が見込まれる。

全国各地の木材問屋や工務店を代理店として販売網を構築すること
を中心に営業活動を行う。展示会等への出展による新規代理店開拓、
ＰＲ活動として大学等との実証実験結果を自社ウェブサイトへコンテンツ
として掲載するとともに、代理店向けのＰＲツールとして活用することに
より消費者への認知・啓蒙活動を行い、新たな需要の開拓を図る。

地域産業資源「東濃桧等」の特性を活用した高付加価値製品の製造・
販売に寄与するモデルとなるべく、関係者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「東濃桧等」の端材を有効活用した「木の塗り壁材」を製
造・販売する新たな事業に取り組む。本製品は、自然素材を用いた安
心・安全な製品である一方、特徴である機能性（調湿・抗菌・消臭・蚊よ
け・香り）は経年低減する点が課題であった。本取組を通じて共同開発
した補完剤を施工後に噴霧することにより当該機能性を強化・持続させ
ることに成功した。また、「東濃桧等」の建築建材としての利用のみなら
ず、当該機能性を活かした高付加価値製品の製造・販売の拡充により、
価格下落傾向が続く木材関連業界への波及効果が期待できる。

【本製品】

【活用シーン】

所在地：岐阜県瑞穂市稲里８８－１

岐阜県可児市川合２９４番地１

岐阜県郡上市白鳥町中津屋１３８５番地１

岐阜県郡上市八幡町稲成５２５番地７

ＨＰ（代表） ：http://www.ymg-s.co.jp/



事業名：美濃焼の技術を活用した新しい転写技術による飲食器等の製造・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 ０４－３０－０１１

地域資源名 美濃焼 認定日 平成３１年２月８日

地 域
岐阜県多治見市、瑞浪市、
土岐市、可児市

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
海外における和食市場の拡大は目覚ましい。美濃焼×異素材（ガラ

ス・金属）との同ブランド・同シリーズの融合により、一層販路の可能性
が見込まれる。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

会社名：株式会社センチュリー
（法人番号：3200001020726）
株式会社丸モ高木陶器
（法人番号：5200001021045）
有限会社たかぎ工芸
（法人番号：4200002020360）
株式会社恵那シルク
（法人番号：1180001073794）

連絡先：ＴＥＬ：０５７２－２４－５３５３
（代表） ＦＡＸ：０５７２－２４－５３５５

【温感転写】

陶磁器に限らず、ガラス、金属、ホーローなどの異素材への転写が
可能であり、素材を超えたトータルコーディネートの提案ができる。

多治見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。
地域支援機関からのアドバイス支援等を受けて実施している。
地域関連事業との連携により事業を推進する。

本事業は、美濃焼の生産技術の中でも、特に絵付転写に係る技
術を活用し、従来とは異なる樹脂による転写技術を確立した。これ
により、鉛やカドミウムを含まない安全な方法での絵付転写が可能
なほか、低温で焼成を行うため、今まで転写が難しかった薄い素材
のワイングラスなどへの転写も可能となった。
本技術は、絵具の発色も良く、温度によって絵柄が変化する温感

転写も可能であり、尚且つ、業務用食洗器や電子レンジなどに対応
していることも特徴である。

◆商品の特性

【ワイングラスへの転写】

加

熱

所在地：岐阜県多治見市市之倉町一丁目１２番地の３

岐阜県多治見市市之倉町一丁目１２番地の１

岐阜県多治見市市之倉町一丁目１２番地の１

愛知県春日井市御幸町一丁目５番５

Ｈ Ｐ（代表）：https://www.marumo1887.com/

◆需要の開拓の方針
海外展示会等への出展、Ｗｅｂサイト・カタログの外国語対応、

ＳＮＳを活用した情報発信などを通じて、海外市場を積極的に開拓していく。



事業名：型を使わずに製作する浮彫デザイン陶器製食器等の製造・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 ０４－３０－０１２

地域資源名 美濃焼 認定日 平成３１年２月８日

地 域
岐阜県多治見市、瑞浪市、
土岐市、可児市

所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県土岐市駄知町1252-2
Ｈ Ｐ： http://marushin-pottery.jp/

会社名：丸新製陶有限会社
（法人番号：9200002021619）
連絡先：ＴＥＬ：０５７２-５９-３１５８

FAX：０５７２-５９-３１５７

本商品は、地域産業資源「美濃焼」に係る事業を長年にわ
たり実施してきた中、絵付け工程において特許を取得した特
殊な技術を活用するものである。当該技術により、型を作ら
なくても製品の表面はもちろん内側にも凸凹意匠を付ける事
が可能になり、小ロットからオリジナリティーのあるカップや
皿を製造し提供していくことが特徴である。

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、主に、カフェやレストランなどの飲食店、イ
ンテリアやアパレル関連の雑貨店・専門店など、自社ならで
はの特徴やデザインを出したカップや皿を使用したり販売し
たりする先がターゲットとなる。これまでも全国展開する著名
ショップなどに継続採用されており、今後も需要開拓の可能
性を持つ。
◆需要の開拓の方針

各種の展示会や商談会を活用したＰＲ・商談対応をはじめ、
企画会社や商社を通じて持ち込まれる企画への対応、さら
には、自社ショールームやホームページを活用した直接営業
も行いながら卸売、直販両面から、新たな販路開拓を実施し
ていく。
◆商品の特性

自社が得意とする豊富な種類の釉薬を使った色使いを強
みとしながら、特許技術による表面や内側に凹凸意匠を出し
た商品が、小ロットから提供できることが特徴である。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

土岐市が進めるふるさと名物応援宣言等と連携することで
地域を代表する特徴ある商品として認知度を向上させていく。
また、地域の産地問屋や業界団体とも連携しながら新たな

販路開拓を実施していく。

【小ロット対応で外側や内側に凹
凸がつけられる】

【釉薬のバリエーションも多い】



事業名：食文化を切り口とした美濃焼の情報発信および販売支援事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ０４－３０－０１３

地域資源名 美濃焼 認定日 平成３１年２月８日

地 域
岐阜県多治見市、瑞浪市、
土岐市、可児市

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：岐阜県多治見市旭ヶ丘１０丁目６番地

Ｈ Ｐ： http://www.izw.co.jp/

会社名：株式会社井澤コーポレーション
（法人番号：2200001020470）

連絡先：ＴＥＬ：０５７２－２７－５６３５
ＦＡＸ：０５７２－２７－５１０４

【素材からブラッシュアップ
した陶器風磁器】

陶器、磁器、小物から大物まで各種飲食器を得意とする美
濃焼の特性を活かした商品を選定する。

市場は拡大傾向ではないものの、一定の市場規模で推移し
ており、こだわりの逸品等の本物志向が強くなっているほか、
ＳＮＳ映えを重要視するユーザーが増加するなど、本事業に
とっては追い風といえる。

本事業では、旗艦店を中心にイベントや教室の開催を行うと
ともに、メディアへのＰＲ、展示会の開催等を通じてＰＲを行って
いく。また、参画する各作家や窯元については、動画などを使
用して魅力を伝えるほか、陶芸教室の開催などで直接消費者
と触れ合う機会を創出する。また、ＳＮＳ等で影響力のあるイン
フルエンサーなどとの提携も進める。これらの取組を通じて得
た消費者ニーズを、生産者へ定期的にフィードバックする仕組
みを構築する。

多治見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。
地域支援機関、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。

本事業は、「世界一の食文化を作る」をテーマに、料理研究家や
シェフなど料理に関わる専門家や、実際に陶磁器を使用する消
費者からの意見に基づき、商品のブラッシュアップを実施する。個
人の陶芸作家、小規模のクラフト窯、量産窯などそれぞれの生産
者の個性を活かし、陶土、釉薬等の素材にまで踏み込んだ商品
ブラッシュを行う。これにより、食文化の一部としての役割を担い
ながらも、美濃焼としての個性が活きる商品として市場開拓を実
施する。

【陶芸教室の様子】

◆商品の特性

【旗艦店】



事業名：美濃和紙の特性を活かした立体造形アクセサリーおよびステーショナ
リー等の製造・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 ０４－３０－０１４

地域資源名 美濃和紙 認定日 平成３１年２月８日

地 域 岐阜県岐阜市、関市、美濃市 所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県岐阜市今町3丁目6番地
事業所：岐阜県美濃市相生町２２４９
Ｈ Ｐ： http://www.iedashikou.com/

会社名：家田紙工株式会社
（法人番号：6200001000304）
連絡先：ＴＥＬ：０５８－２６２－０５２０

FAX：０５８－２６２－０５１９

本商品は、地域産業資源「美濃和紙」が持つ、薄くて丈夫
なことや原料配合や手漉き工程の工夫から得られる透明感
などの特性が活かされている。また、美濃和紙の特性を最
大限に活かす印刷や紙を折るなどの加工技術も併せた特徴
ある品質に仕上がっている。市場では数多くの美濃和紙製
の商品が展開されているが、シャープで繊細な形状を出せて
いる点ではこれまでにないクオリティーに仕上がっている。

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、主に３０歳代～５０歳代の女性、ナチュラル
志向、エシカル消費に共感する層、伝統的なものに興味を持
つ方々を国内外を問わず想定顧客と見据えている。

アクセサリー市場やステーショナリー市場は、オリジナル性
のある商材を中心に安定して推移しており、市場性は十分に
見込める。
◆需要の開拓の方針

自社ＷＥＢ（自社店舗での直販含む）部門での売上を増加
させていきながらも、国内では主要な販売チャネルとなる雑
貨店、美術館や博物館、百貨店、総合書店などへの卸売り・
ＯＥＭ供給を展開する。また、海外では見本市でのＰＲを核
にディストリビューターや小売店との契約を目指していく。
◆商品の特性

ハンドメイドでなければ出せない風合い、和紙でなければ
出せない風合いが特徴である。また、デザイン性については
契約デザイナーと協調しながら、クオリティーやオジリナリ
ティーの高い商品に仕上がっている。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携

美濃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。
また、若手手漉き職人との連携で、美濃手すき和紙の需要

拡大に取り組んでいく。

【美濃手漉き和紙の特性を活かし
たアクセサリーや小物などを展開
する】



事業名：うずらの卵を使用した焼菓子等の製造・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 ０４－３０－０１５

地域資源名 豊橋うずら 認定日 平成３１年２月８日

地 域 愛知県豊橋市 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

地域性の高い展示会への出展、菓子や土産物をテーマとする
イベントへの出展、自社でのイベント開催、ＨＰやＳＮＳを通じた
周知により、地元での認知度を高めていく。

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：愛知県豊橋市西小鷹野一丁目２番地の６

愛知県豊橋市大村町字島6番地

Ｈ Ｐ（代表）：http://egao-tsunagu.com/

会社名：株式会社スマイル－リンク
（法人番号：5180301007564）
斎藤製菓株式会社
（法人番号：6180301005682）

連絡先：ＴＥＬ：０５３２－６２－９６１５
（代表） ＦＡＸ：０５３２－６２－９７４４

【市電パッケージ】

鶉卵は料理などで誰もが食した経験を持つ食材であるが、
スイーツに用いられることは少ない。本商品は、一大生産地
であることを活かし、贅沢に生地に使用し、コクの高い焼菓子
を完成させた。

豊橋駅は新幹線の停車駅でもあり、愛知県の東の玄関口と

して観光やビジネスでの入込客が多く、お土産需要は大きいと
いえる。

豊橋信用金庫および地域内企業と連携して事業を推進する。

本事業は、豊橋市が全国での出荷シェア１位を誇るうずらの鶉
卵を使用し、フィナンシェやサブレといった焼菓子に加工し、豊橋
銘菓としてのブランド確立を図る。

鶉卵は鶏卵と比較しても、同量当たりに占める栄養価が高い項
目が多く、特にビタミンＢ群は優れている。また、鶉卵を焼菓子の
生地に用いることで、味のコクが深まることも試作で確認できた。

パッケージも豊橋地域で知名度の高い市電や手筒花火をモ
チーフにするなど工夫を凝らし、現在は他の地域の菓子に押され
ているお土産売場において、豊橋銘菓としての地位を確立する。

◆商品の特性

【フィナンシェ】

【サブレ】



事業名：名古屋のアパレル技術を活かしたバッグ等の製造・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 ０４－３０－０１６

地域資源名 名古屋のアパレル 認定日 平成３１年２月８日

地 域
愛知県名古屋市、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、半田市

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：愛知県愛西市佐折町溝合４５４番地

Ｈ Ｐ： http://www.tadesign.jp/

会社名：ＭＯＶＥ
連絡先：ＴＥＬ： 0567-25-9009 

ＦＡＸ：0567-25-9009

【尾州の生地】婦人服等の生地をバッグの素材として用いたことにより、こ
れまでにない素材の質感を表すことが可能となり、端切れ等
の布を素材として用いるため、同じ柄の商品は数点であるこ
とが、他の競合品、類似品と比べても競争力がある。

国内のドメスティックバッグ市場は拡大傾向にあり、２０１５
年の市場規模は４，１６６億円である。女性向けバッグの購
入目的は「自分用」「セレモニー用」「ギフト用」等が上位に挙
がり、拘りのバッグを求める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。

高級かばんを取り扱う小売店を主な販売ターゲットとし、かば
ん、雑貨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。

津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、地域ブランド「津島毛織工業協同
組合」のタグの使用許可を得ており、当社のブランド力の向上
と「尾州の毛織物」等の織布産地のＰＲに繋げていく。

地域産業資源「名古屋のアパレル技術」を活用して、バッグ
等の製造、販路開拓に取り組む。

本商品「尾州の生地を用いたバッグ」は本事業の第一弾とし
て開発した商品である。商品のＰＲポイントとしては、尾州の
生地の特徴である「布柄の意匠性の高さ」、「品質の高さ」、
「柔らかく軽い」が挙げられる。本商品の認知度の高まりと共
に「織布産地」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。

【尾州の生地を用いたバッグ】

【津島毛織工業協同組合のタグ】

◆商品の特性

◆需要の開拓の方針



事業名：高精度プラスチックを活用した視野角１２０度以上低歪曲小型レンズ
ユニットの製造・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 ０４－３０－０１７

地域資源名 愛知のプラスチック 認定日 平成３１年２月８日

地 域 愛知県全域 所管省庁 経済産業省

所在地：愛知県豊川市西豊町二丁目３５番地

愛知県豊川市新豊町二丁目３８番地

大分県杵築市山香町大字内河野字
城迫３５１２番地１
長野県松本市寿北三丁目７番２４号

Ｈ Ｐ（代表）： http://www.toyotec.com/

会社名：株式会社トヨテック
（法人番号：6180301010369）

株式会社ジュコー
（法人番号：1180301010340）

株式会社トヨテック大分
（法人番号：3320001008461）

シナノカメラ工業株式会社
（法人番号：3100001013194）

連絡先：ＴＥＬ：０５３３－８５－３０００
（代表） FAX：０５３３－８５－６０３３

地域産業資源「愛知のプラスチック」の生産に係る技術を活用し、
マシンビジョンカメラに搭載する視野角１２０度以上低歪曲小型レ
ンズユニットの製造・販売に取り組む。本製品は、１台の小型カメ
ラでより多くの物体や顔の検知、シリアルナンバーやバーコードな
どの認識を可能とし、国内、海外へ拡販することで、高精度・高品
質な「愛知のプラスチック」の知名度を高め地場産業への波及効
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

本事業製品はマシンビジョンカメラ市場をターゲットとし、メインと
しては、自動検査装置、自動搬送装置、画像センサ製品、サブとし
て、監視カメラ、ドローン搭載カメラなどを想定し、国内・海外（ドイ
ツ、アメリカ市場等）の販路を広げることで市場性が見込まれる。

◆需要の開拓の方針

国内においては、既存取引先への販路を有効活用し、「ミニ展示
会」を積極的に行い、技術者の実演によるセールス・プロモーショ
ンを行う。海外については、重点エリアをヨーロッパとし、販路開拓
を実施していく。

【視野角１２０度以上低歪曲
小型レンズユニット】

【愛知のプラスチックを活用した
光学・精密製品】

◆商品の特性
マシンビジョンカメラ市場において、視野角１２０度以上低歪曲小型レンズユニットは競争力が見込ま

れる。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
地域の商工会議所、金融機関、行政と連携し、事業を進めていく。
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