
 

 

令和元年１２月１３日 

 

 

中部の「地域産業資源活用事業計画」 

令和元年度第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、令

和元年度第１回の認定として、「地域産業資源活用事業計画」４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、令和元年度第１回として地域産業資源活用事業計画を４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３５４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３５８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。 

 

 
 
 （お問合せ先） 

   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 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/


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

あんまき製造技術を活
用した冷蔵スイーツの製
造・販売事業

地域産業資源「あんまき」の製造技術を活用し、新たに冷蔵スイーツの製
造・販売に取り組む。白あんにホイップクリームやオレオクッキー等の洋菓
子原料を加えることで、今までに取り組まれていなかった若年層へのアプ
ローチを行い、知立市の「あんまき」の知名度を高めることにより地場産業
への波及効果を図る。

【活用する地域資源】
あんまき

4

株式会社藤田屋
愛知県
知立市

1180301014878

3

堀江織物株式会社

愛知県
一宮市

3180001084609

自社のＷＥＢ受発注・生
産管理システムを開発
活用した個人・法人向け
テキスタイル商品等への
プリント・オン・デマンド製
造販売事業

地域産業資源「名古屋のアパレル」「愛知のＩＴ技術と関連製品」の生産に
係る技術を活用し、個人及び個人向けのものづくりサイト運営法人や一般
企業の販促部門で活用できる自社オリジナルの受発注プログラムを開発
し、Tシャツやファブリック製品等を、単品から中小ロットまで、短納期によ
るプリント・オン・デマンドサービスとして製造・提供する。

【活用する地域資源】
名古屋のアパレル、
愛知のＩＴ技術と関連製品

先染め方式でオーガニッ
ク素材の風合いや色合
いを活かしたベビーアパ
レルの製造販売事業

地域産業資源「名古屋のアパレル」の生産に係る技術を活用し、吊天竺や
知多木綿、三河木綿などこだわりの素材を、先染めで染色し、オーガニッ
クコットン素材を活用したベビーアパレル商品の開発を行う。本事業製品
のターゲットは「上質」「安心安全」な製品を求めるワンランク上のこだわり
を持ち消費者層をターゲットとする。

【活用する地域資源】
名古屋のアパレル

2

株式会社オオサカヤ
愛知県
半田市

6180001091610

4200001019627

令和元年度　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

地域産業資源「関の刃物」の製造技術を生かし、独自の刃付け工程により
「切れ味」と「切れ味の持続性」に優れた包丁の製造を行う。刃を波状にす
る等形状の加工により、優れた機能性、デザイン性を両立させた包丁の開
発を行い、国内外での販路開拓をすることで関の刃物の認知度や地域刃
物業者への波及効果を図る。

【活用する地域資源】
関の刃物

独自の刃付け技術によ
り「切れ味」と「切れ味の
持続性」を高めた高級包
丁の開発・製造・販路開
拓事業

1

株式会社ヤクセル
岐阜県
関市

（別紙）

独特の刃形状により優れた

機能性を持つパン切り包丁

育児工房製品

自社サイト Happy Fabric

大あんまき

クリーム＆オレオ



独自の刃付け技術により「切れ味」と「切れ味の持続性」を高めた高級包丁の開発・製造・販路開拓事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ０４－０１－００１

地域資源名 関の刃物 認定日 令和元年１２月１３日

地 域 岐阜県関市 所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県関市栄町２丁目４１番地

Ｈ Ｐ（代表）：http://www.yaxell.co.jp/

会社名：株式会社ヤクセル
（法人番号4200001019627 ）

連絡先：ＴＥＬ：0575-22-3411
（代表） FAX：0575-24-3123

地域産業資源「関の刃物」の製造技術を生かし、刃付け工
程に独自のノウハウと工夫を加えることで「切れ味」と「切れ
味の持続性」を高めた高級包丁の開発・製造・販路開拓に取
り組む。また、この刃付け工程の特徴を活かして、これまでに
ないデザインや機能性を持った包丁の開発も行い、国内外で
販路を開拓することで、「関の刃物」の認知度や地域刃物業
界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

日本製の高級包丁は、海外においては切れ味の鋭さと仕
上げの美しさ等が高く評価されている。国内においてはこれ
らに加えデザインや機能面でのインパクトが求められており、
このどちらにも対応できる本製品の市場性は高い。
◆需要の開拓の方針

料理が好きで、自分が使う道具には高い質感や機能、作り
手のこだわりが見える気に入ったものを使いたいと考える層
をターゲットとし、国内においてはECに加え、雑貨系のセレク

トショップやインテリアショップなど、ターゲット顧客のライフス
タイルに合致した販路を開拓し、海外においては現地の代理
店と連携したプロモーションや販路開拓を行う。

◆商品の特性
「切れ味」と「切れ味の持続性」に優れた包丁に加え、これ

までにないデザイン上のインパクトと機能性を両立させた包
丁をラインアップしており、競合品に対する競争力は高い。

◆地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
本事業は関市のふるさと名物応援宣言に合致する取り組

みである。また岐阜県関市刃物産業連合会などの地域業界
団体や、地域の幅広い関係者と連携した商品開発や販路開
拓を行い地域活性化に貢献したい。

【本事業製品】

【独特の刃形状により優れた
機能性を持つパン切り包丁】

【刃付け工程】

 



事業名：先染め方式でオーガニック素材の風合いや色合いを活かしたベビー
アパレルの製造販売事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ０４－０１－００２

地域資源名 名古屋のアパレル 認定日 令和元年１２月１３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、尾張旭市、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

所在地：愛知県半田市青山2-19-5

Ｈ Ｐ： http://www.ikuji-kobo.jp/

会社名：株式会社オオサカヤ
（法人番号：6180001091610）
連絡先：ＴＥＬ：０５６９－２６－０１２０

ＦＡＸ：０５６９－２６－０１９０

地域産業資源「名古屋のアパレル」の生産に係る技術を活
用し、吊天竺や知多木綿、三河木綿などこだわりの素材を先
染めで染色し、オーガニックコットン素材を活用することで、メ
インターゲットである働きながら子育てする母親が求める「か
わいらしくて、きもちいい」というニーズを特徴とした製品群
（帽子などの小物のアソートギフト商材含む）の販路開拓と製
品改良を実施とする。
各地の繊維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

本事業製品のターゲットは、「上質」「安心・安全」な製品を
求めるワンランク上のこだわりを持つ消費者層（自家使い、
ギフト需要）に向けて、品質面での優位性をアピールすること
で市場性が見込まれる。
◆需要の開拓の方針

働きながら子育てする母親のライフスタイルニーズを取り
入れた製品群（帽子など小物のアソートギフト商材含む）の
商品開発を新規展開として行ったのち、従来の百貨店販路
だけでなく、展示会商談会を活用し、ベビーアパレル専門店
やセレクトショップ的な小売店舗、ｗｅｂ店舗（自社、他社含
む）を中心に新規開拓を進める。
◆商品の特性

先染め方式による染色を行うことで、生地への影響を少な
くし、オーガニックコットン原料ならではの柔らかさを高めたて
い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
地域内の繊維事業者との協同製造も検討していく。

【育児工房 ロゴ】

【育児工房製品】

【吊天竺】

http://shop.ikuji-kobo.jp/


事業名：自社のＷＥＢ受発注・生産管理システムを開発活用した個人・法人向け
テキスタイル商品等へのプリント・オン・デマンド製造販売事業

事業概要（地域産業資源の活用）

３類型 鉱工業品 通巻番号 ０４－０１－００３

地域資源名
名古屋のアパレル／
愛知のＩＴ技術と関連製品

認定日 令和元年１２月１３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、尾張旭市、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
／愛知県全域

所管省庁 経済産業省

所在地：愛知県一宮市高田字七夕田２８番地

Ｈ Ｐ： https://horieorimono.co.jp/

会社名：堀江織物株式会社
（法人番号：3180001084609）
連絡先：ＴＥＬ：０５８６－５３－２５２５

ＦＡＸ：０５８６－５３－２５２６

地域産業資源「名古屋のアパレル」「愛知のＩＴ
技術と関連製品」の生産に係る技術を活用し、
個人及び個人向けのものづくりサイト運営法人
や一般企業の販促部門でも転用できる自社オリ
ジナル受発注プログラムを開発、ＷＥＢ上で
簡易な発注作業だけで単品から中小ロットまで
の数量をＴシャツや他のファブリック製品等を
短納期でプリント・オン・デマンドサービスとして
製造提供を行う。全国のプリント工場事業者など
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
本事業製品のターゲットは、個人でものづくり（Ｔシャツ、

生地等）を求める消費者やその層に向けてものづくりサイ
トを運営するサイト事業者、さらには自社でさまざまな
販促物を作成する法人販促部門など小ロット生産を
求めるニーズに自社オリジナルの受発注システム及び
製造管理システムを連動させ、効率的に生産できることを
アピールすることで市場性が見込まれる。
◆需要の開拓の方針
自社ＷＥＢサイトでの個人客に加え、個人向けものづくり

サイト運営者からの製造を受託する。その後、商品ライン

ナップを拡大し、食品等の一般事業者の販促部署などに新規開拓を進める。
◆商品の特性

個人からのネット受注データを自社の生産工場との生産指示発注データとシームレスにつ
なげることで、納期や仕上がり品質などを安定化させることが特性となる。

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
地域の縫製を含む繊維事業者との協同製造も検討する。

【自社サイト Happy Fabric】

【Ｔシャツプリント用
ガーメントプリンター】



事業名：あんまき製造技術を活用した冷蔵スイーツの製造・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 ０４－０１－００４

地域資源名 あんまき 認定日 令和元年１２月１３日

地 域 知立市 所管省庁 経済産業省、農林水産省

所在地：愛知県知立市山町小林２４番地1

Ｈ Ｐ（代表）：http://www.anmaki.jp/

会社名：株式会社藤田屋
（法人番号： 1180301014878）

連絡先：ＴＥＬ：０５６６－８１－１２８４
（代表） FAX：０５６６－８３－３６９２

地域産業資源「あんまき」の製造に係る技術を活用し、
新たに冷蔵スイーツの製造・販売に取り組む。本事業商品
は、白あんにホイップクリームやオレオクッキーなどの洋
菓子原料を加えることで、これまで取り込めていなかった
若年層へのアプローチを可能とし、また、全国に拡販する
ことで、知立市の「あんまき」の知名度を高めるとともに地
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
本事業商品は、20歳～40歳代の一般消費者をターゲッ

トとする。和洋菓子・デザート類の市場規模は2兆1300億
円となり、ターゲット層の自家消費やお土産ともに好まれ
る傾向にあることから市場性は高いといえる。
◆需要の開拓の方針

既存店舗、催事出店による直接販売を実施する。また、
首都圏、関西圏の百貨店、スーパー、駅構内店（キヨスク
等）や中部圏のSA・ＰＡへの販路開拓をしていく方針であ
る。

◆商品の特性
本事業商品は、冷蔵してもふんわりとした食感が崩れな

いような工夫を生地に施し、白あんにホイップクリームや
オレオクッキーを配合することで、和菓子と洋菓子双方の
特性を楽しむことができる。

◆地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
知立市、愛知大学、金融機関など、幅広い関係者との連

携のもとで商品開発、市場調査、販路開拓等を行い、地
域資源の新たな活用とともに地域活性化に寄与していく。

【㈱藤田屋 本店】

【本事業商品
大あんまき クリーム＆オレオ】
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