
 
 

平成 30 年 2 月 9 日 
 
 

「地域産業資源活用事業計画」を新たに 24 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 24 件を認定しました

（累計 321 件）。 

 

1．「鹿嶋市産の麦を使った鹿嶋の地ビールの製造、販売事業」 

（茨城県鹿嶋市） 

 

2．「笠間市産の「大栗（長谷川くり）」を使用したマロングラッセの開発、製造、販売」 

（茨城県笠間市） 

 

3．「笠間市産の品種限定した栗と和三盆を使用した「笠間の栗の練り和菓子」の開発、

製造、販売」 

（茨城県笠間市） 

 

4．「栃木産ゆずを活用したフレーバーティーの製造・開発・販売事業」 

（栃木県宇都宮市） 

 

5．「栃木県産桃・いちご等の農産物を活用した果実餡のアイス・菓子シリーズの開発・販

売」 

（栃木県佐野市） 

 

6．「とちぎ和牛によるドライエイジング製品および食肉加工品の開発ブランド化事業」 

（栃木県宇都宮市） 

 

7．「耐久性と着心地の良さを両立した宿泊業・飲食業向けユニフォームと旅館くつろぎ着

の開発と販売」 

（群馬県桐生市） 

 

8．「群馬らしい風味のつけ汁と群馬県産小麦 100％のうどんによる新たな上州名物の開

発・販売」 

  （群馬県伊勢崎市） 

 

9．「精密な切削加工・組立技術による新たなバルブの開発およびその派生製品の販

売」 

（群馬県太田市） 

 

 

 

 



 

10．「埼玉県産大豆を活用したスイーツ醤油の開発・製造・販売事業」 

（埼玉県比企郡川島町） 

 

11．「手土産サイズ版岩槻人形の開発・製造・販売による新市場開拓と岩槻人形の技術

伝承」 

（埼玉県さいたま市） 

 

12．「小糸在来を活用した新たな大豆加工品の開発・販売と地域活性化事業」 

（千葉県君津市） 

 

13．「千葉の清酒とコシヒカリを活用した新しいびわ種酒の開発・販売事業」 

（千葉県勝浦市） 

 

14．「東京本染めゆかたの染色技法、注染を活かした商品の開発と販売」 

（東京都葛飾区） 

 

15．「江戸切子を活用したインテリア・エクステリア商品の開発と販売」 

（東京都墨田区） 

 

16．「神奈川みかん（小田原みかん）・湘南ゴールドを活用した新たなゼリーの開発・販売事業」 

（神奈川県小田原市） 

 

17．「湘南タゲリ米を活用した新たなバウムクーヘン/ライスサンドの開発・販売と地域活性化事

業」 

（神奈川県茅ケ崎市） 

 

18．「神奈川のみかん、いちご、梨、トマトを活用した新たなスイーツの開発・販売事業」 

（神奈川県寒川町） 

 

19．「山梨県産果実の規格外品を活用した通年提供可能な新たなスイーツの開発と販売」 

（山梨県甲府市） 

 

20．「産地技術を活用した地域性の高い「新潟ニットセーター」の開発とブランド化及び販売」 

（新潟県加茂市） 

 

21．「濃厚発芽玄米非加熱甘酒の開発・製造・販売」 

（長野県伊那市） 

 

22．「建物の開口枠のサイズを高精度・高スピードで自動計測するレーザー計測機の開発、販売

事業」 

（静岡県磐田市） 

 

 

 



 

23．「島田帯シャツの縫製技術を活用したビジネスシャツの開発と販売」 

（静岡県島田市） 

 

24．「ハーブを加えたホイップドバターの開発と販売」 

（静岡県田方郡函南町） 

 

 

 

（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 正仁 

   担当者：新井、高橋、太田 

   電 話：048-600-0332（直通） 

        048-601-1312（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
鹿嶋市

鹿嶋市産の麦を使った鹿嶋の地ビールの製造、販売事
業

茨城県が生産を奨励しているビール製造用
の二条大麦品種のミカモゴールデンは、地
ビール製造に適した品種。本事業は、ミカ
モゴールデンや古代小麦（スペルト小麦）
を鹿嶋市の透水性の良い台地にて、農薬や
肥料を使用せずに栽培を行った原料を使用
して「本当の意味での鹿嶋の“地”ビー
ル」を製造、販売する。

麦（農林水産物）
株式会社オールフィールズ
(4050001038907)

2 茨城県
笠間市

笠間市産の「大栗（長谷川くり）」を使用したマロングラッ
セの開発、製造、販売

笠間ならではの栗の品種の一つである、日
本最大級の大きさの「長谷川くり」を使っ
た、マロングラッセを開発する。　香味付
けに、笠間市産の栗を使用した栗焼酎を使
用し、「笠間の栗の高級ギフト商品」とし
て笠間市内の自店舗や市内および茨城県内
の贈答品の販売ルートを中心に需要開拓を
図っていく。

くり（農林水産物）
有限会社グリュイエール
(4050002010113)

3 茨城県
笠間市

笠間市産の品種限定した栗と和三盆を使用した「笠間
の栗の練り和菓子」の開発、製造、販売

笠間市産の良質な栗の持つ品種毎の特徴や
「貯蔵栗」の特徴を活かし、栗と和三盆の
みを使用して、独自の圧縮成型技術により
羊羹状に固めた、おいしく見た目もきれい
な「笠間の栗の練り和菓子」を開発する。
笠間市や茨城県を訪れる観光客の方々に、
お土産品として販売し、積極的な情報発信
と需要開拓を図ることにより、笠間の栗の
ブランド力の向上に取り組む。

くり（農林水産物）
有限会社ナガタフーズ
(7050002010606)

4 栃木県
宇都宮市

栃木産ゆずを活用したフレーバーティーの製造・開発・
販売事業

ゆず産地の北限である宇都宮市新里地区の
「宮柚子」の皮が厚く香りが高い特徴に、
自社で目利き選定した一番茎茶や抹茶を加
え風味を引き立てるとともに、地域産のえ
ごまや生姜などをブレンドしたオリジナリ
ティ性の高い日本茶フレーバーティーの開
発、販売に取り組む。

ゆず（農林水産物）
株式会社中島園
(2060001003333)

中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定一覧（第34回：関東経済産業局）



5 栃木県
佐野市

栃木県産桃・いちご等の農産物を活用した果実餡のア
イス・菓子シリーズの開発・販売

地域産業資源である桃やいちご、牛乳のそ
れぞれの特徴を活かし、独自の技術・ノウ
ハウにて白餡をベースとした各果実餡を使
い、アイス・菓子の商品展開をする。季節
に合った商品提供を図り通年訴求できる商
品群を開発して、栃木県のお土産品、地域
産品として栃木県産の農産物を広めていく
ことによって、競合との差別化と優位性維
持によって新たなブランド化を目指す。

いちご、生乳、桃（農林水産物）
株式会社味噌まんじゅう新井屋
(4060002040118)

6 栃木県
宇都宮市

とちぎ和牛によるドライエイジング製品および食肉加工
品の開発ブランド化事業

脂肪が締まっており、他の牛肉にはない柔
らかさと旨みの秀でた風味の良さが特徴で
あるとちぎ和牛に、独自のドライエイジン
グ技術を用いることで、肉の濃厚な味わい
を感じつつも、さっぱりとした食感を楽し
むことができる「とちぎ和牛食肉加工品シ
リーズ」を開発する。

とちぎ和牛（農林水産物）
株式会社渡清
(1060001004720)

7 群馬県
桐生市

耐久性と着心地の良さを両立した宿泊業・飲食業向け
ユニフォームと旅館くつろぎ着の開発と販売

作務衣を生産してきた技術を活用し、動き
やすさと耐久性、着心地の良さを両立する
業務用のユニフォームおよび宿泊施設にお
けるくつろぎ着を開発・販売する。繊維技
術が集積している東毛地域のネットワーク
を活かし、域内にて早急かつ品質の高い商
品の生産、販売を行っていく。

東毛地域の繊維製品（鉱工業品）
伊田繊維株式会社
(3070001015608)

8 群馬県
伊勢崎市

群馬らしい風味のつけ汁と群馬県産小麦１００％のうど
んによる新たな上州名物の開発・販売

群馬県産小麦は、明るいクリーム色、粘り
と硬さのバランスが良く、滑らかさを保ち
ながら弾力性を出す等の特徴がある。本事
業では４種類の群馬県産小麦をブレンド
し、群馬県伝統の「甘じょっぱい」味に
合ったうどんを開発・販売していく。

群馬の小麦（農林水産物）
株式会社景勝軒
(5070001015473)



9 群馬県
太田市

精密な切削加工・組立技術による新たなバルブの開発
およびその派生製品の販売

産地集積している精密な切削加工・組立技
術を用いて、新たな特徴を持つバルブを開
発する。バルブは基本的に「開」「閉」の
２つのポジションを有するが、本事業で
は、スクリュー式によって「開」「閉」の
他に「抜き」という新たなポジションを作
ることで、締め付けトルクによって流量調
整を行うとともに、一か所で水抜きができ
るような不凍結栓とする。

群馬の業務用機械機器及びその部分品（鉱工
業品）

株式会社宝泉製作所
(8070001020124)

10
埼玉県
比企郡
川島町

埼玉県産大豆を活用したスイーツ醤油の開発・製造・販
売事業

埼玉県産大豆の中の奨励品種である「里の
ほほえみ」の特徴であるたんぱく質の多さ
を活かした、旨味成分の高い特選クラスの
濃口醤油、もしくは超特選クラスの再仕込
醤油を使ったスイーツ醤油（仮称：生醤
蜜）の開発・製造・販売を行っていく。

埼玉県産大豆（農林水産物）
笛木醤油株式会社
(9030001056583)

11 埼玉県
さいたま市

手土産サイズ版岩槻人形の開発・製造・販売による新
市場開拓と岩槻人形の技術伝承

木目込人形の「小さく」「軽く」「丈夫
（着崩れしない）」といった特徴と、当社
の「 ひととえブランド」で培ってきたコ
ンパクトな木目込人形を製造する技術を活
かし、海外向け手土産サイズ版岩槻人形の
開発・製造・販売を行っていく。

岩槻人形（鉱工業品）
株式会社松永
(8030001018213)

12 千葉県
君津市

小糸在来を活用した新たな大豆加工品の開発・販売と
地域活性化事業

本事業では、君津市小糸川流域で伝統的に
栽培され守り育てられてきた高品質大豆の
小糸在来を活用し、地元の代表的お土産品
となるような新たな大豆加工品の開発・販
売を進めていく。

小糸在来（大豆）（農林水産物）
農事組合法人なごみの里君津
(9040005008514)



13 千葉県
勝浦市

千葉の清酒とコシヒカリを活用した新しいびわ種酒の開
発・販売事業

地域資源の千葉の清酒とコシヒカリを活用
し、①吟醸辛口ベースのすっきりした甘み
タイプ、②千葉コシヒカリ100％純米吟醸
ベースの濃熟で深みのある甘みタイプ、の
2ラインの新たなびわ種酒を開発・販売す
る。

千葉のコシヒカリ（農林水産物）
千葉の清酒（鉱工業品）

吉野酒造株式会社
(8040001075096)

14 東京都
葛飾区

東京本染めゆかたの染色技法、注染を活かした商品の
開発と販売

地域産業資源「東京本染めゆかた」の染め
技法である「注染（ちゅうせん）」を活か
し、着心地や伝統、和装を重んじる層を主
たる顧客としたシャツとエプロンを開発・
販売する。当社の約130年における染色業
界での技術やノウハウを活かし、伝統的注
染技法を用いつつ、色落ちしない、そして
着心地の良い商品に仕上げることで、伝統
を現代のライフスタイルに合わせて展開し
ていく。

東京本染めゆかた（鉱工業品）
東京和晒株式会社
(9011801003198)

15 東京都
墨田区

江戸切子を活用したインテリア・エクステリア商品の開発
と販売

地域産業資源「江戸切子」の技法を活用し
たパネルのインテリア・エクステリア商品
の開発と販売に取組む。江戸切子を食器以
外のインテリア・エクステリア分野に拡大
することで、生活の中に江戸切子が浸透
し、さらに認知度が高まることで、地域へ
の波及効果が期待される。

江戸切子（鉱工業品）
廣田硝子株式会社
(8010601014308)

16 神奈川県
小田原市

神奈川みかん（小田原みかん）・湘南ゴールドを活用し
た新たなゼリーの開発・販売事業

地域産業資源である「神奈川のみかん」・
「湘南ゴールド」の果汁を使用した新たな
ゼリーを開発し、小田原市の地域性を活か
した商品の製造・開発を行う。様々な形状
と味のゼリーを組みあわせることにより、
既存商品には無い新たな味わいや食感の商
品を開発する。

神奈川のみかん、湘南ゴールド（農林水産物）
株式会社ナチュレ
(4021001050755)



17 神奈川県
茅ヶ崎市

湘南タゲリ米を活用した新たなバウムクーヘン/ライスサ
ンドの開発・販売と地域活性化事業

茅ヶ崎市内には絶滅危惧種であるタゲリが
飛来するが年々頻度は減少。地域の人々が
タゲリの飛来する環境を守るべく、環境保
護活動に取り組み、その地で収穫された米
をタゲリ米として生産している。本事業で
は、湘南タゲリ米を主食材としたバウム
クーヘン、ライスサンド等の洋菓子の製造
を通して、タゲリ米のブランド化及び地域
の取組の認知度向上に取り組む。

湘南タゲリ米（農林水産物）
丸和商事・レプラコーン合同会社
(8021003005349)

18 神奈川県
寒川町

神奈川のみかん、いちご、梨、トマトを活用した新たなス
イーツの開発・販売事業

本事業では、地域資源であるいちご等を使
用した新たな焼菓子、生菓子等のスイーツ
商品を開発し、神奈川県の地域性を活かし
た商品の製造・販売を行う。それぞれの特
徴を活用し、当社独自の製法で作る農産物
の香りや風味を濃縮した「ジュレ」を用い
たスイーツの開発と販売を行っていく。

神奈川のいちご、神奈川のみかん、神奈川の
トマト、神奈川のなし（農林水産物）

有限会社ラメール洋菓子店
(8021002012429)

19 山梨県
甲府市

山梨県産果実の規格外品を活用した通年提供可能な
新たなスイーツの開発と販売

地域産業資源である「もも（日川白鳳、川
中島）」の加工適性、「ぶどう（巨峰､
シャインマスカット等）」「イチゴ（紅
ほっぺ）の粒の大きさ、色合い、甘味と酸
味のバランスを活かしつつ、規格外品を活
用して通年提供可能なスイーツ（カッサー
タ、葛アイスキャンディ、フルーツ大福）
を開発、販売する。

イチゴ、ぶどう、もも（農林水産物）
株式会社海老屋
(6090001000299)

20 新潟県
加茂市

産地技術を活用した地域性の高い「新潟ニットセーター」
の開発とブランド化及び販売

地域産業資源「ニット製品」の特徴である
産業集積を活かして、地域技術の潜在技術
を発揮して全国的知名度の高い新潟県産コ
シヒカリの「米ぬか」を染めこんだニット
製品を開発することで、「米ぬかニット」
商品の効果を高めた開発、生産、販路開拓
に取り組む。

ニット製品（鉱工業品）
株式会社アートプランナー
(5110001015139)



21 長野県
伊那市

濃厚発芽玄米非加熱甘酒の開発・製造・販売

長野県の地域産業資源である信州清酒の醸
造技術を活かして、酵素が生きたままの
「非加熱甘酒」に発芽玄米を加えた、濃厚
発芽玄米非加熱甘酒を開発、販売を行って
いく。

信州清酒（鉱工業品）
株式会社仙醸
(4100001020768)

22 静岡県
磐田市

建物の開口枠のサイズを高精度・高スピードで自動計
測するレーザー計測機の開発、販売事業

静岡県の地域産業資源であるレーザー・光
センサーの高速で高精度計測ができるとい
う特徴を活かして、建具類の開口枠をソリ
やタワミも含めて計測する装置を開発す
る。高精度の開口枠の計測を必要とする建
具製造業者やリフォーム業者や不動産管理
業者への販売を行っていく。

レーザー・光センサー（鉱工業品）
有限会社静岡フスマ商会
(1080402020158)

23 静岡県
島田市

｢島田帯シャツ｣の縫製技術を活用したビジネスシャツの
開発と販売

地域産業資源『島田帯シャツ』の特徴であ
る、シャツ生地と帯地による格調の高さと
華やかさ、 ワンポイント帯地がデザイン
上のアクセントとなっている点等を生かし
たビジネスシャツを開発する。

島田帯シャツ（鉱工業品）
株式会社テーラートミヤ
(3080001014492)

24
静岡県
田方郡
函南町

ハーブを加えたホイップドバターの開発と販売

地域資源『丹那牛乳』の特徴は鮮度の高さ
にある。その中でも、高品質な低温殺菌乳
から作られたバターに、同じく丹那盆地で
自社生産するオレガノや畑わさびの葉等の
ハーブを練り込みホイップさせることでス
パイシーな香り高いホイップドバターを開
発する。

丹那牛乳（農林水産物）
酪農王国株式会社
(3080101006373)



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

29年
度

計

北海道 26 29 18 4 6 5 1 2 5 4 4 104 

東北 26 15 18 10 6 12 13 14 13 14 12 153

関東 51 43 37 19 21 18 26 22 27 29 28 321

中部 45 47 39 21 24 22 21 25 30 31 32 337

近畿 32 40 40 12 10 11 14 15 21 18 26 239

中国 34 22 16 2 2 7 8 10 8 11 11 131

四国 32 22 30 12 14 18 6 8 13 16 8 179

九州 37 32 27 6 5 13 18 17 14 14 13 196

沖縄 22 11 9 5 5 5 11 7 9 8 14 106

計 305 261 234 91 93 111 118 120 140 145 148 1766

都県名
認定件数

（うち、３４号認定
件数）

都県名
認定件数

（うち、３４号認定
件数）

茨城県 ３６ （３） 神奈川県 ２４ （３）

栃木県 ２７ （３） 新潟県 ２３ （１）

群馬県 ４２ （３） 長野県 ２８ （１）

埼玉県 ２３ （２） 山梨県 ３０ （１）

千葉県 ２７ （２） 静岡県 ４３ （３）

東京都 １８ （２） 合計 ３２１ （２４）

【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 （H30.2.9 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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