
 

ニュースリリース 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 四国本部 

平成２８年４月１日 

 
独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部（略称：「中小機構四国」、本部長：髙山 千佳歳）は、

地域資源活用事業、農商工等連携事業、新連携事業の国による事業計画認定を受け新商品・新サービス

開発・販売に取り組んでいる四国内の認定事業者の取り組みや認定事業商品を紹介するカタログの平成

２８年度版を作成し、このほど配布を開始しました。今後、中小機構四国の Webサイトへも順次掲載し

ていく予定です。 

 

同カタログは、国による事業計画認定を受け、新商品・新サービス開発に取り組んでいる四国内の事

業者の販路開拓支援の一環として中小機構四国が定期的に更新発行しているもので、『四国逸品すとー

りー』と題し、スイーツ、調味料、加工品等の「食品編」と、雑貨、化粧品、ペットフード等の「非食

品編」の２種類に分けて作成してきたシリーズとしては３回目となります。今回のカタログでは昨年度

作成したカタログをベースに、２７年度に新たに認定を受けた事業者の商品や新たに開発・発売された

商品の情報を追加・更新しています。 

 

掲載している新商品や新サービスの特徴がひと目で伝わるように、利用シーンを想起させる写真やア

イコンを活用したポイントアピールなど誌面表現にも工夫を凝らし、「買い手」であるバイヤーや仕入

担当者の関心を惹きつける内容となっています。また、掲載商品の中には、開発途上の商品も含まれて

おり、他社に先駆けて新商材の発掘を望む「買い手」側のニーズに応えるものとなっています。 

 

 中小機構四国では今後、同カタログを全国の各種流通業者（百貨店やスーパーマーケット、専門店等

の小売業者、卸売・商社、通販会社等）のバイヤー、ホテルや施設、飲食店等の仕入担当者等に配布し

ていくことで、認定事業者の販路開拓を支援していきます。 

 

【カタログ概要】（別紙もご覧ください） 

・『２０１６認定事業商品紹介カタログ 四国逸品すとーりー（食品編）』 

カタログ仕様：Ａ４判、５６ページ、オールカラー、７００部 

掲載事業者数：４９社（うち、新規掲載企業１２社） 

・『２０１６認定事業商品紹介カタログ 四国逸品すとーりー（非食品編）』 

カタログ仕様：Ａ４判、２４ページ、オールカラー、５００部 

掲載事業者数：１７社（うち、新規掲載企業５社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度版「地域資源活用」「農商工連携」「新連携」 

認定事業商品紹介カタログ『四国逸品すとーりー』の配布を開始！ 

～四国発のこだわり新商品を全国の流通関係者、仕入担当者へアピール！～ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 四国本部 

経営支援部 連携推進課（担当：小林、井下） 

◆住所：香川県高松市サンポート２－１ 

     高松シンボルタワータワー棟７階 

◆電話：０８７－８２３－３２２０（ダイヤルイン） 

◆ホームページ：http://www.smrj.go.jp/shikoku 



   

≪ワンポイント解説≫ 

 

Ｑ．地域資源活用事業、農商工連携事業、新連携事業とは？ 

 

Ａ．中小企業者による新商品・新サービスの開発事業計画を３つの法律に基づき国が認定する制度です。 

認定後は、各種支援措置が活用できるほか、中小機構が事業計画策定から商品開発、販路開拓に至

るまで一貫してサポートしています。 

 

 

地域資源活用事業 

地域の強みとなりうる産地の技術、農林水産物、観光資源等

の地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・生産等を

行い、需要の開拓を行うことです。 

根拠法：中小企業地域資源活用促進法 

 

農商工連携事業 

農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を越えて協力

し、お互いの強みを活かして売れる新商品・新サービスの開

発・生産等を行い、需要の開拓を行うことです。 

根拠法：農商工等連携促進法 

 

新連携事業 

事業分野を異にする複数の中小企業が有機的に連携し、その

経営資源を組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新

たな事業分野の開拓を図ることです。 

根拠法：中小企業新事業活動促進法 

 

 



（別紙）

　※New! は今回初掲載事業者

【食品編】
県名 市町村名 事業者名 ３事業区分 商品名

高松市   ㈲菓匠芝山 New! 地域資源活用 クリーム大福（オリーブ餡）
三木町   ㈱マルシン New! 農商工連携 三木町産イチゴのフィナンシェ（仮称）
高松市 　マコーズファクトリー㈱ 地域資源活用 希少糖ベーグル
さぬき市 　㈱さぬき市SA公社 地域資源活用 さぬきRED（香大農R-1ぶどう100％ジュース）
高松市 　㈱ササハラ 農商工連携 香川県産黒毛和牛　オリーブ牛熟成肉・熟成肉加工品

さぬき市 　㈱キングフーズ 地域資源活用 【真魚亭】お魚のお惣菜
三木町 　㈱ハイスキー食品工業 地域資源活用 わさびで食べるマンナン漬けまぐろ
高松市 　㈲スエヒロ銀波亭（鴨料理 銀波亭） 地域資源活用 オリーブ鴨（骨付き・ロース煮）セット
高松市 　㈱ホリ 地域資源活用 オリーブえびフライ（仮称）
土庄町 　㈱山一商店 農商工連携 オリーブ燻製薫味料
徳島市   ㈲寶泉堂 地域資源活用 蓮もち
徳島市 　ロハスタイル㈱ 地域資源活用 スイーツジュレ
徳島市   ㈱さわ New! 地域資源活用 木頭ゆずのマイクロペーストを使用した冷凍パン
鳴門市 　ウマイ㈱（馬居製麺） 地域資源活用 冷製専用鳴ちゅるうどん（れんこん粉末入り）
石井町 　㈱イシイフーズ 地域資源活用 阿波すだち鶏　すだち果皮入り唐揚げ
徳島市   ㈱鹿祿 農商工連携 徳島産の海の幸
美波町 　浜吉水産 地域資源活用 徳島県産魚介の冷燻製
阿南市 　㈲ミートショップふじおか 農商工連携 ふじおか牛しぐれ煮
つるぎ町 　㈲倭麺工房 地域資源活用 手延べパスタ（仮称）
鳴門市 　美味フーヅ㈱ 地域資源活用 鳴門鯛ソース
鳴門市   福寿醤油㈱ 地域資源活用 いもみそ（大谷焼専用容器入り）
石井町 　㈱マリン大王 農商工連携 マリンリッチ　タチウオ　Ａタイプ
鳴門市 　㈲うずしお食品 農商工連携 ボイル冷凍わかめ
北島町 　㈱菜果実屋 農商工連携 徳島県産なると金時の干し芋（仮称）　
徳島市 　㈲丸浅苑 地域資源活用 椎茸エキスと椎茸ペーストを活用したとろみスープ（仮称）

牟岐町   ㈱泉源 New! 農商工連携 うつぼだし
徳島市 　㈱阿波市場 New! 地域資源活用 海の有機野菜ドリンク（仮称）
三好市 　池田薬草㈱ New! 地域資源活用 スダチ果皮エキス末

四国中央市 　㈲進藤重晴商店 農商工連携 愛媛県産柑橘を活用した食物繊維が豊富な食品素材及び加工食品

宇和島市 　えいら㈱（ラスク工房 Leila） 農商工連携 愛媛県南予地方のイチゴと海産物を活用したグリッシーニ（仮称）

松前町 　増永食品㈱ 地域資源活用 柑橘スティック、ドライフルーツスティック（仮称）

宇和島市 　㈱げんき本舗 農商工連携 愛媛県産柑橘ドライフルーツ
西条市 　㈱サンライズ西条加工センター 農商工連携 カット野菜、下処理野菜
松山市 　㈱無双社 New! 農商工連携 雑穀とトマトのパスタソース（仮称）
西条市 　㈱マルブン 農商工連携 まるごと玉ねぎスープ
宇和島市 　㈲中村かまぼこ店 農商工連携 宇和海の雫、魚貝旨み醤油
西予市 　㈲松下海産 地域資源活用 鯛カツ
宇和島市 　秀長水産㈱ 農商工連携 養殖真鯛の未利用部位（頭、中骨等）を活用した食品素材及び加工食品

宇和島市 　㈱マエダ 農商工連携 食物繊維及びギャバの豊富な裸麦粉及びミックス粉
八幡浜市 　㈱オーシャンドリーム New! 地域資源活用 八幡浜産ハモの加工品（仮称）
愛南町 　㈱魚一家 New! 地域資源活用 藁焼き炙りかつおのたたき
愛南町 　大西水産㈲ New! 農商工連携 福の鯛の一夜干し
香美市 　㈱アリサワ 地域資源活用 スパークリングライスワイン
香美市 　㈱あさの 農商工連携 しょうが入り甘酒
高知市 　㈱こみベーカリー 地域資源活用 【高知県産米粉使用】牛すじ煮込まん

仁淀川町 　㈱フードプラン 農商工連携 TABLE*VEGI野菜のヴィネグレットソース
高知市 　興洋フリーズ㈱ 地域資源活用 イタリアンフィッシュソース
高知市   ㈱グラッツェミーレ New! 農商工連携 枝豆とオクラのドレッシング

四万十市   ㈲和 New! 地域資源活用 土佐はちきん地鶏餃子

【非食品編】
県名 市町村名 事業者名 ３事業区分 商品名 ジャンル

高松市 　㈱ゴールド工芸製作所 地域資源活用 ＋α プラス・アルファ
東かがわ市 　㈲ポルテ New! 地域資源活用 耐切創・耐突刺手袋 GABA'SPシリーズ

海陽町 　つちかべ花店 地域資源活用 オリジナルウッドフラワー プチブーケ
徳島市 　㈱絹や 地域資源活用 藍染皮革製品

吉野川市 　田島テクニカ㈱ 地域資源活用 CODDLE ＋PAPERシリーズ
吉野川市 　㈱山文 地域資源活用 阿波和紙と貼り箱技術を活用した新しいバッグ

香川県 東かがわ市 　㈱タナベ刺繍 地域資源活用 ハピネスコード（刺繍イヤフォン）
今治市（西条市） 　渡辺パイル織物㈱ New! 地域資源活用 タオル製造技術を活用した高級服地（仮称）

松山市 　三洋興産㈱ New! 地域資源活用 ヒメカグラ　ボディシャンプー
四国中央市 　㈱本田洋行 地域資源活用 シャンプー手袋

内子町 　昭和刷子㈱ 地域資源活用 ジャバラ果皮粉末入りソープ
宇和島市 　㈱ひめ美じん 農商工連携 コーボミルキークリーム

徳島県 徳島市   ㈱阿波市場 地域資源活用 アルガス オールインワンクリーム、アルガス プレローション

愛媛県 松山市 　㈲愛トリノ New! 新連携 治療用膝装具「なでしこ」＆「ペガサス」 医療・福祉
東洋町 　㈱熊谷ファーム New! 地域資源活用 ジビエジャーキー
大豊町 　燈ので家 地域資源活用 野生の恵み　四国ジビエ

徳島県 三好市 　篪庵(ちいおり)㈲ 地域資源活用 茅葺古民家宿泊文化体験ツアー サービス

ペットフード

香川県

徳島県

愛媛県

高知県

雑貨・
アパレル

化粧品・
アメニティ

香川県

徳島県

愛媛県

高知県

≪２０１６認定事業商品紹介カタログ「四国逸品すとーりー」掲載事業者名・商品名一覧≫
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