
 
 

平成 29 年 2 月 3 日 

「地域産業資源活用事業計画」を新たに 20 件認定しました 
 

関東経済産業局では、「中小企業地域資源活用促進法（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）」に基づいて、管内都県を通じて申

請のありました地域産業資源活用事業計画について、新たに 20 件を認定しました

（累計 293 件）。 

 

１．「ユメシホウを活用した本格生パスタの開発・製造・販売事業」 

（茨城県笠間市） 

 
２．「霞ヶ浦水産物のフリーズドライ加工による商品開発と地域ブランド化事業」 

（茨城県かすみがうら市） 

 
３．「産地を越えた足利・秩父の職人の連携による「銘仙」をテーマにしたアパレルブラン

ドの創設及び「銘仙」の伝統的技法を活かした洋装分野での新商品開発・販路開拓

事業」 

（栃木県足利市） 

 

４．「旬のとちおとめをフリーズドライ化した菓子等の開発と販売」 

（栃木県真岡市） 

 

５．「日光ゆばの製造工程から出るおからと豆乳を活用した商品開発及び販売」 

（栃木県日光市） 

 

６．「栃木県産米と二条大麦の麹によるＧＡＢＡ成分を高含有した液体調味料の開発と販

売」 

（栃木県足利市） 

 

７．「関東地域の次世代の職人たちによる「Next Crafts Generation」ブランドの立ち上げ

とライフスタイル分野商品の開発・販売事業」 

（栃木県鹿沼市） 

 

８．「新たな構造的特徴を持ったトーションレースおよびその組み合わせによる新商品の

開発と販売」 

（栃木県足利市） 

 

９．「群馬県産の米を活用した冷凍釜飯などの開発および販売事業」 

（群馬県邑楽郡板倉町） 

 

１０．「群馬県産米を活用した、麹ドリンクの開発・販売事業」 

（群馬県高崎市） 

 



 

１１．「サンブスギ製材時の端材を活用した新たな住宅内装材の開発と販売」 

（千葉県木更津市） 

 

１２．「千葉県銚子産のツノマタを活用した新たな食品原料等加工品の開発と販売による

地域の活性化」 

（千葉県銚子市） 

 

１３．「江戸切子を活用したアクセサリ類の開発・販売」 

（東京都台東区） 

 

１４．「多摩産材を活用した情報提供機能付き乳幼児向け食器の製造・販売・ブランド化

事業」 

（東京都西多摩郡檜原村） 

 

１５．「茅ヶ崎市の清酒製造技術を活用したスパークリングリキュールシリーズの開発・

販売」 

（神奈川県茅ヶ崎市） 

 

１６．「甲斐の地酒の品質基準策定によるブランド力向上と新規顧客開拓のための新商

品開発」 

（山梨県甲府市） 

 

１７．「オリジナルグリップを活用した、ウォーキングポール、ステッキなどの開発・商品

化・販売事業」 

（長野県佐久市） 

 

１８．「信州の果物を活用した発泡酒の開発・製造・販売」 

（長野県松本市） 

 

１９．「寸法安定処理した信州カラマツの外構・建築材商品開発・販売」 

（長野県松本市） 

 

２０．「静岡県の清酒技術を活かした「甘酒用突破精麹を使用した甘酒」の開発・販売事

業」 

（静岡県沼津市） 

 

（参考）地域産業資源活用事業計画について  

本事業計画は、「中小企業地域資源活用促進法（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）」（平成 19 年 6 月 29 日施行）に基づいて、都道府県が指定を行っ

た地域産業資源（農林水産物、鉱工業品、観光資源）を活用して、中小企業等が商品・サービス

の開発や需要の開拓を図るものです。 

認定を受けた事業計画については、補助金（ふるさと名物応援事業補助金（地域産業資源活

用事業））、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関による融資制度や専門家によるアド

バイス等総合的な支援を受けることが可能となります。 



 

 
 

 （本発表資料のお問い合わせ先） 

  関東経済産業局産業部経営支援課長 一倉 

   担当者：斉藤、田口、太田 

   電 話：048-600-0332（直通） 

        048-601-1294（FAX） 



No. 地域名 事業名 事業概要
地域資源
(3類型)

法認定事業者
(法人番号)

1
茨城県
笠間市

ユメシホウを活用した本格生パスタの開発・
製造・販売事業

茨城県産小麦「ユメシホウ」の小
麦粉を使用した生パスタを製造・
販売する。「ユメシホウ」は強力
粉に分類される数少ない国産小麦
であり、小麦本来の風味が高いの
が特徴である。この特徴に加え、
独自の圧力技術で製麺すること
で、パスタらしい表面のハリ、日
本人の好む食感、そして豊かな風
味を兼ね備えた生パスタを開発す
る。

麦(農林水産物）
株式会社笠間ソフトメン橋本屋
(7050001007941)

2
茨城県
かすみ
がうら市

霞ヶ浦水産物のフリーズドライ加工による商
品開発と地域ブランド化事業

霞ヶ浦地域産業資源である水産物
を「真空凍結乾燥機」を使って、
フリーズドライ加工をしたスープ
シリーズを開発する。しらうおや
手長えび等を丸ごと食べられるカ
ルシウムたっぷりのスープとし
て、気軽に買える土産物として製
造販売を進めることにより、霞ヶ
浦の水産加工品の認知度が高ま
り、地域の他の土産物店や水産事
業者への波及効果が期待される。

霞ヶ浦の水産加工品
（鉱工業品）

株式会社中村商店
(5050001037214)

3

栃木県
足利市、
埼玉県
秩父市

産地を越えた足利・秩父の職人の連携によ
る「銘仙」をテーマにしたアパレルブランドの
創設及び「銘仙」の伝統的技法を活かした
洋装分野での新商品開発・販路開拓事業

かつて女性の日常のおしゃれ着と
して一世風靡した、現在産地が関
東にしかない地域資源の絹織物
「銘仙」の伝統的技術・技法を
テーマに、現在のライフスタイ
ル・消費者ニーズに合ったコンセ
プトによる新商品開発、ブランド
化、販路開拓などを広域的に連携
して行う。 本事業を通じて、
「銘仙」の伝統的技術・技法の承
継を図るとともに、新たなマー
ケットの構築に挑戦することで、
絹関連産業・地域経済の活性化を
図る。

足利銘仙
秩父銘仙
（鉱工業品）

ガチャマンラボ株式会社
(8060001025215)
鶴貝捺染工業有限会社
(8060002036764)
逸見織物
寺内織物株式会社
(3030001090869)
有限会社碓井捺染
(9030002121196)

4
栃木県
真岡市

旬のとちおとめをフリーズドライ化した菓子
等の開発と販売

フリーズドライにしたいちごは、
①いちご本来の甘みと酸味を維持
できる、②生のいちごそのままの
色目、形を残すことができる、③
生のいちごとは異なるサクッとし
た食感となる、④賞味期限が長く
なるといった特徴がある。とちお
とめの形状、色目、甘味・酸味を
残したままで日持ちのする製菓材
料となり、チョコレートコーティ
ングやシロップ漬けにすることで
通年での供給が可能となり、また
栃木県産品としての域外への訴求
力の向上が期待できる。

いちご（農林水産物）
株式会社静風
(4060001009915)

5
栃木県
日光市

日光ゆばの製造工程から出るおからと豆乳
を活用した商品開発及び販売

日光ゆばの製造工程から出る、豆
腐の製造工程で発生するおからと
比較してきめ細やかなおからと豆
乳を使って①60日間日持ちがする
生おから②食物繊維とたんぱく質
が豊富な栄養価の高いおから入り
日光ゆばの佃煮③豆乳と酢を撹拌
させることによるマヨネーズ風調
味料を開発・販売する。日光ゆば
関連商品として販路開拓すること
により、日光ゆばの認知度を全国
各地に高め、観光面を中心とした
地域波及効果が期待できる。

日光ゆば（鉱工業品）
株式会社日光食品
(9060001013788)
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6
栃木県
足利市

栃木県産米と二条大麦の麹によるＧＡＢＡ
成分を高含有した液体調味料の開発と販売

栃木県産のお米と二条大麦の米
麹・麦麹を使い、栃木県が有する
特許「麹菌を利用したγ‐アミノ
酪酸富化食品の製造方法」を活用
することで、一日に必要な摂取量
のＧＡＢＡをソースやドレッシン
グを通じて摂取できる商品の開
発・販売を行う。本事業において
は、栃木県内の農作物と栃木県が
有する特許を活用する事により、
オール栃木として取り組む事によ
り、地域内業界の活性化と全国へ
の認知度向上が期待できる。

栃木のお米
二条大麦
（農林水産物）

日東産業株式会社
(5060001019756)

7

栃木県鹿
沼市、茨城
県笠間市、
群馬県桐

生市、埼玉
県川口市、
千葉県松

戸市、東京
都江東区、
神奈川県

小田原市、
新潟県五

泉市、長野
県木曽郡

大桑村、山
梨県甲府

市、静岡県
浜松市

関東地域の次世代の職人たちによる「Next
Crafts Generation」ブランドの立ち上げとラ
イフスタイル分野商品の開発・販売事業

東京都、茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、神奈川県、
新潟県、長野県、山梨県、静岡県
それぞれの次世代の職人たちが、
その所属する地域にとらわれない
広域的な連携を行い、各々の技術
を活用・結集した「Next Crafts
Generation」ブランドを立ち上げ
る。首都圏百貨店、セレクト
ショップ等の小売事業者やホテル
向けに、テーブルウェア商品、ア
クセサリー商品、キッズ(子ども
向け)商品等のライフスタイル商
品の開発・販路開拓を行ってい
く。

鹿沼の木工品
笠間焼
桐生織
錫製品
つまみかんざし
江戸切子
小田原漆器
ニット製品
信州の木工品
ジュエリー（甲州水晶貴石細工、山
梨貴宝石を含む）
楽器
（鉱工業品）

星野工業株式会社
（4060001010617）
Keicondo
有限会社井清織物
（4070002022627）
錫光
つまみかんざし彩野
株式会社江戸切子の店　華硝
（7010601032260）
もくのすけ
有限会社フォルツニット
（5110002013827）
有限会社小瀬木木工所
（6100002027372）
詫間宝石彫刻
株式会社ピアックス
（6080401004487）

8
栃木県
足利市

新たな構造的特徴を持ったトーションレース
およびその組み合わせによる新商品の開発
と販売

トーションレースの特徴は糸を斜
めに走らせて織りなすものとなる
ことから、糸の色や素材、太さな
どによる組み合わせにより構造的
なデザインを施すことができる。
本事業で開発する新たな製品は、
スピンドルの回転方向、タイミン
グを自在に設定することで、糸が
通る上下や入れ替わりのタイミン
グなどが自由となることから、こ
れまでにない構造上の特徴を持た
せることができる。新たな特徴を
活かした創造的なデザインを作り
出すことにより、服を作る人、雑
貨を作る人、小物を作る人などの
多様化するニーズに応えていく。

トーションレース
（鉱工業品）

有限会社ワダノブテックス
(8060002037754)

9
群馬県
邑楽郡
板倉町

群馬県産の米を活用した冷凍釜飯などの開
発および販売事業

群馬県産米を活用した、冷凍釜飯
および冷凍いなり寿司の開発・販
売を行う。開発商品は、米以外に
も鰻、肉、さつまいも、にんじん
等群馬県産食材をふんだんに活用
した「群馬県産食材の美味しさ」
が詰まった商品である。解凍して
も作りたての美味しさが楽しめる
商品であり、群馬県産食材の美味
しさ、品質の高さを日本国内、海
外に発信し、群馬県産食材の知名
度向上及び生産農家の販売量、生
産量の拡大に貢献していく。

群馬の米（農林水産物）
株式会社あぶらや
(1070001022275)

10
群馬県
高崎市

群馬県産米を活用した、糀ドリンクの開発・
販売事業

群馬県産米を活用し、450年続く
糀づくりの技術を活かした、昔な
がらの糀ドリンク(甘酒）の製
造・販売を行う。当社が450年間
守り続けてきた手作りの糀製造技
術を活用し、食品添加物を一切使
用せず、米と米糀だけで昔ながら
の味を出した 常温6ヶ月超保存が
可能な甘酒である。プレーンタイ
プをベースに群馬県産農産物を活
用した、野菜味や果物味、サイ
ダー等の開発及び販路開拓に取り
組む。開発商品の販売増大によ
り、原料となる米や野菜等の販売
量及び生産量の拡大に貢献し、農
家の経営安定化及び後継者不足解
消に繋げる。

群馬の米（農林水産物）
株式会社糀屋
(2070001006863)



11
千葉県
木更津

市

サンブスギ製材時の端材を活用した新たな
住宅内装材の開発と販売

未利用であったサンブスギの皮付
きの端材を温泉水に浸漬し、独特
の色と光沢を持った内装材を開発
する。「面皮の丸みと色つやを活
かした住宅内装材」「浮造り加工
を施した住宅内装材」「絞り丸太
加工を施した住宅内装材」の3種
類の商品を開発し、腰板等として
の活用を図る。

サンブスギ（農林水産物）
伝統建築　上総匠の会株式会社
(3040001083608)

12
千葉県
銚子市

千葉県銚子産のツノマタを活用した新たな
食品原料等加工品の開発と販売による地
域の活性化

銚子の海岸に生育しており、食物
繊維(カラギーナン)や栄養成分の
亜鉛を多く含んでいるツノマタや
コトジツノマタを活用した業務用
「粉末ツノマタ」「ツノマタ乳酸
発酵液」及び家庭用の「ツノマタ
スプレッド」を開発する。

ツノマタ
コトジツノマタ
（農林水産物）

鈴木海苔株式会社
(3040001062198)

13
東京都
台東区

江戸切子を活用したアクセサリ類の開発・
販売

江戸切子の生産技術を活用した
ネックレス等のアクセサリ類シ
リーズを開発する。従来手法に、
鏡面加工やファイヤーポリッシュ
加工等複数技術を融合し、従来の
江戸切子製品より輝き、煌めきを
向上させた、デザイン性の高いア
クセサリ類の開発、販売に取り組
む。

江戸切子（鉱工業品）
木本硝子株式会社
(3010501003092)

14

東京都
西多摩

郡
檜原村

多摩産材を活用した情報提供機能付き乳
幼児向け食器の製造・販売・ブランド化事業

檜原村の多摩産材の杉と桧の間伐
材を使用した乳幼児向け食器を開
発する。「材料・生産地の差別
化」「QRコード」による情報提
供」「既存特許技術の活用」の3
つの特徴を有した商品であり、
「安心・安全志向の強い国内ユー
ザー層」や「インバウンド層」を
中心に、国内・海外への販売を進
めていく。開発商品の販売増大に
より、多摩産材の知名度向上及び
地元林業関連事業者の収入増加に
伴う地域経済活性化が期待でき
る。

多摩産材（鉱工業品）
ＦＵＮＦＡＭ株式会社
(3030001084103)

15
神奈川

県
茅ヶ崎市

茅ヶ崎市の清酒製造技術を活用したスパー
クリングリキュールシリーズの開発・販売

清酒製造技術を活用し、弊社の日
本酒をベースに湘南・西湘地域で
栽培されている果物やハーブなど
を材料に使用。甘味料や添加物を
一切使用せず、果実等の水分量や
糖度の特徴などに合わせて、日本
酒を絞り込み微炭酸リキュール
「湘南スパークリング」（仮称）
の開発・販売を行う。

神奈川の清酒（地酒）
（鉱工業品）

熊沢酒造株式会社
(8021001006753)



16

山梨県
甲府市、
山梨県

北杜市、
山梨県

南アルプ
ス市、山
梨県南
巨摩郡
富士川

町

甲斐の地酒の品質基準策定によるブランド
力向上と新規顧客開拓のための新商品開
発

地域産業資源である南アルプス山
麓のミネラルウォーター等山梨県
の特徴のある山々から湧き出る湧
き水は総じて軟水であるが、それ
ぞれが美味しく、地域によって水
質の異なることが特徴である。本
事業ではこれらの特徴を活かし、
山梨県産酒の更なる高品質化、ブ
ランド化を図るため、山梨県酒造
協同組合が品質基準を策定し、各
蔵が技術を共有して品質基準に合
致した商品を開発・販売する。

甲斐の地酒（日本酒）、南アルプス
山麓のミネラルウォーター（地下水・
湧水）、富士山麓のミネラルウォー
ター（地下水・湧水）、秩父山麓のミ
ネラルウォーター（地下水・湧水）、
八ヶ岳山麓のミネラルウォーター（地
下水・湧水）、桂川流域のミネラル
ウォーター（地下水・湧水）（鉱工業
品）

山梨県酒造協同組合
(4090005000520)
山梨銘醸株式会社
(1090001011219)
太冠酒造株式会社
(7090001001255)
株式会社萬屋醸造店
(4090001012148)

17
長野県
佐久市

オリジナルグリップを活用した、ウォーキン
グポール、ステッキなどの開発・商品化・販
売事業

顧客ひとりひとりの手形からつく
るオリジナルグリップを活用した
ウォーキングポール、ステッキを
開発する。その他の部品やデザイ
ンも自分の好みで選択でき、自分
だけのオリジナル製品ができる。

スキー・ウォーキングポール（鉱工業
品）

株式会社シナノ
(4100001007419)

18
長野県
松本市

信州の果物を活用した発泡酒の開発・製
造・販売

信州の地ビールの特長である高い
品質に加え、長野県産ブドウ、ホ
オズキ、白桃、青リンゴのフルー
ツを活用したフルーツ発泡酒を開
発する。地ビール愛飲者と観光客
をターゲットとして販売してい
く。

信州の地ビール
（鉱工業品）

株式会社松本ブルワリー
(7100001029006)

19
長野県
松本市

寸法安定処理した信州カラマツの外構・建
築材商品開発・販売

信州カラマツのねじれ等の寸法不
安定欠点を寸法安定処理技術によ
り克服し、信州カラマツの特性で
ある高強度、高耐腐朽性能、高耐
摩性能に加えて木目の美しさを活
かした、デッキ、ベランダ等の外
構部材、建築物の外壁部材、窓部
材、楽器部材を開発する。

信州カラマツ
（農林水産物）

株式会社ランバーテック
(3100001014382)

20
静岡県
沼津市

静岡県の清酒技術を活かした「甘酒用突破
精麹を使用した甘酒」の開発・販売事業

清酒技術を活用し「米麹と水の
み」で甘酒を開発する。静岡型の
吟醸造りのノウハウを活かし、丁
寧に作り出す静岡型の吟醸造麹と
富士山の伏流水（超軟水18mg/ℓ）
だけでつくることにより、洗練さ
れた上品な優しい甘酒として提供
していく。

清酒（鉱工業品）
高嶋酒造株式会社
(7080101001049)



経産
局等 

件数 

19年
度 

20年
度 

21年
度 

22年
度 

23年
度 

24年
度 

25年
度 

26年
度 

27年
度 

28年
度 

計 

北海
道 26 29 18 4 6 5 1 2 5 4 100      

東北 26 15 18 10 6 12 13 14 13 14 141 

関東 51 43 37 19 21 18 26 22 27 29 293 

中部 45 47 39 21 24 22 21 25 30 31 305 

近畿 32 40 40 12 10 11 14 15 21 18 213 

中国 34 22 16 2 2 7 8 10 8 11 120 

四国 32 22 30 12 14 18 6 8 13 16 171 

九州 37 32 27 6 5 13 18 17 14 14 183 

沖縄 22 11 9 5 5 5 11 7 9 8 92 

計 305 261 234 91 93 111 118 120 140 145 1618 

都県名 
認定件数 

（うち、３１号認定
件数） 

都県名 
認定件数 

（うち、３１号認定
件数） 

茨城県 ３３ （２） 神奈川県 ２１ （１） 

栃木県 ２３ （６） 新潟県 ２２ （０） 

群馬県 ３９ （２） 長野県 ２７ （３） 

埼玉県 ２１ （０） 山梨県 ２７ （１） 

千葉県 ２４ （２） 静岡県 ４０ （１） 

東京都 １６  （２） 合計 ２９３ （２０） 

【関東局管内】 地域産業資源活用事業 認定件数※ 

※地域産業資源活用とは、地域の強みである『産地技術、  
農林水産品、観光資源』を活用して、商品・サービスの開
発に取り組む中小企業者を応援する事業 

地域産業資源活用事業計画 認定件数 （H29.2.3現在） 

【ブロック毎】 地域産業資源活用事業計画の認定件数 
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