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阿寒摩周プレミアムグルメライドツアー造成事業
企業名

有限会社 阿寒観光ハイヤー

地域

北海道

採択・認定日

平成30年6月8日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

観光タクシー会社である当社をコアに、阿寒・摩周地域の４事業者が
連携して、地域内の景観やグルメ、アイヌ文化等の地域資源を周回す
るガイド及びサポートカー付きサイクリング・ルートを設定。プレミアム
ライド商品として開発・提供を行い、滞在型観光商品として販売してい
く。団体旅行から個人ツアーにシフトしている同地域で、観光客の滞
在時間延長、観光産業を軸とした波及効果を狙った事業である。

・阿寒・摩周を熟知したガイドによるツアーで、ここだけしか見られない景観、
ここしかできない体験を商品化
・当地ならではのグルメの提供
・サポートカーで絶景の近くまで自転車ごと乗せて移動、手軽に自転車に
乗って五感で自然を味わえる
・電動アシスト自転車から長距離ライド用まで用意しているので、初心者か
ら上級者まで対応
・サポートカーやガイドがついているので安心・安全に楽しめる

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
アイヌ料理の店ポロンノ

アイヌ料理

万代観光㈱
屈斜路湖の砂湯体験

㈲渡辺体験牧場
牧場体験と乳製品

㈲阿寒観光ハイヤー
周回するツアー形成

旅行商品企画
観光&サイクリング・ガイド
サポートカー運行

旅行商品（サイクリング体験観光）
阿寒観光協会：販促支援
商品販売

釧路市：事業への助言

㈲泰都：
企画支援
ガイドサ
ポート

摩周湖観光協会：企画支援

事業概念図（商品又はサービスの提供）
阿寒観光ハイヤー
連携事業者
（他域内事業者）
観光コンテンツ
提供
・グルメ
・観光体験
・牧場体験

旅行商品企画
・試走・実測
・ガイドコンテンツ制作
販売促進
・ＨＰ、ＳＮＳ
・ＯＴＡ
・紙媒体
旅行商品提供
・ガイド
・サポートカー運行
・利用客サポート

阿寒観光協会
（旅行業・DMC機能）
商品販売

事業収益の獲得方法
・当地に熟知した会社ならではのコース企画で独自の旅行商品
・熟練ガイドとサポートカー等によって高付加価値旅行商品化
・阿寒観光協会（ＤＭＣ）による販売
・観光協会、行政の販促活動とSNSやサイクリストのネットワークでＰＲ
事業の成果と進展
・ニューツーリズム事業として事業化構想を行い、地域内に連携体制を構
築した。（４社連携事業として地域資源法認定）
・モニターツアーを開催し課題抽出した。
・観光アドバイス会に参加、商品コンセプト練り上げについて助言を受けた。
・商品企画の方法や原価設定、販促方法等を習得した。（新事業創出AD
派遣を通じて）
・健康新聞「DIET&BEAUTY」に記事が掲載された。
・HTBテレビ 旅行番組「Love Hokkaido」に出演、事業紹介された。
・釧路新聞記事「耳より情報」掲載された。
・環境省「国立・国定公園への誘客の推進と収束までの間の地域の雇用の
維持・確保事業費等補助金」採択となり、電動アシスト自転車等を整備した。
・コロナ禍の中、財務診断を行い、キャッシュフロー獲得のための売上目標
等を設定した。
・令和2年第2四半期に商品として本格販売を開始、事業化達成した。
・コロナ禍の中、観光タクシー事業が厳しい中、旅行商品の事業化で、当
社の事業の新たな柱を構築できた。
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炊込みご飯用米とお米のパフ商品の開発・製造・販売事業
企業名

有限会社澤田米穀店

地域

北海道

認定日

平成30年4月4日

事業分類

農商工連携

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

北海道知内町のJGAP認証農業者である帰山 和敏が生産する特別
栽培米を原料に、北海道北斗市の(有)澤田米穀店が無添加にこだわ
り「手軽に調理できる米商品：炊き込みご飯米」や「お米のパフを用い
た商品：ふっくりんこJAPON」を開発・製造し、共同ブランドを設立して
ブランド価値を強化しつつ、全国への販路開拓を図り、道南地域の認
知度の向上と地域の活性化を目指す事業。

【炊き込みご飯米】
技術面：ドライタイプの出汁と具材及び無洗米を使用。開封し包装資材に描かれて
いる点線まで水を入れ、炊飯器に移してスイッチを入れるだけ。
顧客価値：長期保存ができ、忙しい時でも簡単においしいご飯を楽しめる。
【ふっくりんこJAPON：子供用/大人用】
技術面：北海道立総合研究機構・食品加工研究センターとH社とが共同開発した
油不使用で味付け用粉末の付着を可能にした特許技術を採用。
顧客価値：子供用JAPONは、乳児用規格適用食品（規格基準：厚生労働省）。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
北斗市商工会

帰山農園

JETRO

補助金活用支援
経営改善指導

JGAP/特別栽培の
原料米供給、PR協力

海外輸出の相談、
輸出先との商談会

有限会社澤田米穀店

事業収益の獲得方法
【炊き込みご飯米】直営店舗での販売、ギフト系の卸会社への出荷、自然
食品通販会社への卸販売が中心。
【ふっくりんこJAPON】自然食品卸会社、子供用品の専門店、大手小売店
の子供用品コーナー、PB受託、保育園・幼稚園・病院、輸出系卸会社への
販売が中心。
事業の成果と進展

産学官連携先：北海道立総合研究機構 食品加工研究センター
味付け加工の特許技術導入支援、食品加工技術の開発支援

事業概念図（商品又はサービスの提供）
開発協力会社
味付け用粉末供給
帰山農園
原料米の供給

卸会社
輸出商社

澤田米穀店
商品製造

直接出荷
子供用品店、コンビニ、
自然食品専門店など

デザイナー
パッケージ等の
デザイン
商品企画会社
デザイン・販促物
等のとりまとめ、
印刷物の制作

全国展開
海外展開

自社店舗
自社HPで
消費者に
直接販売

地元出荷
保育園・幼稚園、
病院、土産店
企画
納品

PBでの出荷
大手小売会社
大手通販会社

【炊き込みご飯米】
・商品開発：まいたけ＆ひじき味、シラス山椒味を販売。
今後は、道南の有名な農家とコラボした新商品を開発予定。
・売上状況：認定事業計画で想定していた以上に売上が伸びている。
・販売状況：通販系やギフト系での需要が高く、順調に販路が増えている。
【ふっくりんこJAPON】
・受賞：北海道新技術・新商品開発賞を受賞（北海道庁）。
・商品開発：子供用と大人用、それぞれ4種類の味の商品を販売。
有機JAS工場の認証を得て有機JAS認証商品も開発。
・売上の状況：認定事業計画の年度目標を1年前倒しで達成継続中。
・ブランド力：テレビ、新聞、雑誌での取材を受け、知名度が上がっている。
・現在の国内販路：自然食品系の大手３社との取引により全国出荷を達成。
・現在の海外販路：ニューヨークとハワイでの販売を開始。
・商談中の国内販路：新たに首都圏のコンビニエンスストアへ出荷予定。
・商談中の海外販路：ベトナム、タイ、マレーシア、香港、シンガポール
への輸出に向けて商談を継続している。
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宮城の食材と技術を活用した業務用食品のブランド構築による販路開拓
企業名

地域

㈱かね久

東北

採択・認定日

令和元年１０月１１日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

宮城県内の食品製造業者が開発・生産する地域資源を活用した商品
を、顧客や市場ニーズに合わせ、販売先の業態でより売りやすい商品
として最適化するためのブラッシュアップを行う。地域商社という強
みを活かして「宮城の業務用本格食材シリーズ」という統一ブランド
を構築し、販路開拓を図ることにより、食品製造業者単独では難し
かった全国への商品展開が可能になり、各社の売上拡大に寄与するも
のである。

当社は設立時から経営理念として「食文化を次世代へ継承」を掲げ、付加
価値を高め「地産外商」として商品企画、販路開拓等に取り組んでいる。
「宮城の業務用本格食材シリーズ」は、地域発信のオリジナル商品や客先に
応じたカスタマイズ商品であることから、既存市場では流通していない新商
品として、新規性・地域性に富み、既存商品と比較して優位性が高い。
【商品の統一コンセプト】

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
商品開発・試作製造

商品企画・販路開拓

【取引先、食品製造業者】
・商品改良
・試作製造
・展示会等における出展支援

【㈱かね久】
・統一コンセプトによる商品企画
・パンフレット、Ｗｅｂによる販路開拓
・ブランディング

宮城の本格食材シリーズとしてのブランド構築・販路開拓
産学官連携先：宮城県食産業振興課、多賀城市、宮城大学食産業学部

事業概念図（商品又はサービスの提供）
③ワンテーブルミーティング

②要望（仕様・量目等）

改良依頼

製造業者A
④試作製造

(株)かね久
・統一コンセプト
・ブランディング

取引先A

「宮城の本格食材シ
リーズ」
・専用パンフレット
・専用Webサイト

①基本商品提示

⑤改良商品納品
※ ワンテーブルミーティングとは、当社、取引先、製造業者が一堂に会して商品改良、
商品企画等を行う会議

・ 宮城県産の地域資源を食材（主原料）に使用または宮城県の鉱工業技術を活用
・ 顧客の要望に応じて、発注量及び量目などが調整可能
・ 製造技術や製造プロセス、冷凍、保管等において技術的創意工夫がある

事業収益の獲得方法
地域商社として、すぐれた地域食材の活用、商品企画ノウハウ及び外食産
業をはじめ中食産業、商社など当社の有する多様なネットワークを活かし、
製造から販売まで一貫してコーディネートすることにより、当社の事業収益
を確保する。

事業の成果と進展
当社は、これまで外食・中食業者等をターゲットに営業活
【商品例】
動を行っていたが、コロナ禍による消費者行動の変化にいち
早く対応し、通信販売業者への営業活動を強化、注力してき
た。
・大手通販会社のTVショッピング「生産者応援プロジェクト」
に熟成牛たんスライスが取り上げられ、製造業者とともに、
【ふかひれ姿煮】
一気に売上を拡大する。(４月～８月)
・仙台市若林区卸町（仙台卸商団地内）に、キッチンスタジ
オを併設し、本社移転（11月）
・Ｗｅｂ戦略構築に新事業創出アドバイザー派遣を利用
・機構パートナー企画、ヒットをねらえ！地域のおすすめセ
レクション、スーパーマーケットトレードショー等に出展 【牛たんロースト】
・ＳＤＧｓへの取り組みとして、食のみやぎ応援団（遠藤社
長主宰）23社による共同宣言を行う（1月）
地域商社部門における売上は、令和３年１月期の売上目標
を達成し、今後も、売上の維持、拡大を図るため新商品企画・
開発、食品製造業者の発掘・連携強化、ブランド構築、Web
マーケティングの強化等に取り組んでいく計画である。
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唾液がん検査サービス事業における非医療機関での検査可能な環境構築
企業名

地域

株式会社サリバテック

山形県鶴岡市

採択・認定日

平成30年6月8日

事業分類

新連携

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、A.I.、IoT活用の特徴

慶應義塾大学先端生命科学研究所発のベンチャー企業として、全
国1,200の医療機関や健康保険組合などを通じて唾液がんリスク
検査「サリバチェッカー®」を販売。がんで異常値を示す唾液中
物質の濃度をA.I.で解析し、からだ・気持ちに負担をかけず、複
数のがん（男性：肺がん、大腸がん、膵臓がん、口腔がんの４種。
女性：乳がんを加えた５種。）のリスクをがん種ごとに判定。

従来の検査に比べ「痛くない」のが最大の特徴である。血液とは違い
非医療機関でも採取が可能なため、歯科医や企業、個人宅でも検査が
可能であり頻度高く検査することによって早期発見につなげることが
できる啓もうツールとしても活用ができる。がんリスクの解析には
A.I.を用いて高精度に疾患を予測する数理モデルを開発している。医
療機関との検査申込や検査結果のやりとりはWEB上で完結できるシ
ステムを構築するなど検査だけでなく検査受託プラットフォームの開
発にも力を入れている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
サリバテック

地域の
メーカーから
資材調達

開発した採取キット

事業収益の獲得方法
地域の企業・
障碍者支援施
設にキット製
造委託

内製検査システム
による総合管理

事業概念図（商品又はサービスの提供）
サリバテック・連携体
④鶴岡ラボに検体集約
検査・A.I.解析
①検査キット送付

医療機関

③検体の返送

健保組合

代理店

②唾液の採取

➄検査結果の報告

個人

対医療機関との契約だけでなく保険会社や検査会社、販売代理店など
と協業することでそれぞれがもつ営業力やネットワークを活用し収益
拡大を目指す。
事業の成果と進展

●臨床医、教育者、医学研究者である代表取締役砂村
は、「研究成果は実用化されてこそ意義がある」との
恩師の言葉に奮起して起業。衆知を重んじ、試行錯誤
を重ね、医療系事業の商慣習にとらわれない事業展開
へと挑む。
●昨今、コロナ禍に伴う検診控えにより、がんの発見
が遅れるといった社会問題が顕在化。そこで当社検査
の強みである「簡便で」「何処でも可能」という特徴を最大限に活用
し、自宅でも受けられる検査サービスや、健康保険組合などを通じた
検査サービスを発売。2021年1月には2021年3月期の販売目標を達成。
●今後は、検査の付加価値を高めるべく検査できるがん種を追加して
売上拡大を目指すとともに、冷凍に代え常温での検体輸送によりコス
ト効率を改善する。さらに、持続的成長を見据えて生産性を高めるべ
く、一連の検査工程の自動化を推進。長期的には、がんのみならず生
活習慣病などの検査ラインナップを追加したり、個々の体質に応じて
疾患の発症を予防する先制医療の分野への参入を目指す。
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伝統的な硬式野球ボールの素材や縫製技術を活かした
ギフト商品、雑貨などの新商品開発事業
企業名

株式会社一光ユニテクス

地域

関東本部

採択・認定日

令和元年12月1日

事業分類

卸売業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

当社は1952年創業、硬式野球ボールのメーカー。自社工場
だから実現できる徹底した品質管理と長年の製造経験で、
国内外で品質の高さを評価され、現在も継続的に一定の市
場規模を獲得している。高校・社会人野球の公認球を始め、
プロ野球にも愛用され、王貞治氏が世界記録の756号ホーム
ランで日本中を沸かせたのは当社ボールである。今後、更
なる少子化や野球の競技人口の減少に伴い、ボールの需要
が減少することが見込まれている。競技用のボールの用途
だけではなく、独自の付加価値を加えたオリジナルの新商
品を新市場（野球プレーヤーの競技時間以外の用途および
野球ファン層）に販売し、販路拡大とブランド認知度の向
上を目指したいと考えるようになった。野球ボールのみに
施されたなめし革、手作業でしか生まれないハンドステッ
チなどの野球好きの心をくすぐる雑貨をラインナップする。

①硬式野球ボールにオーダーメイドで刺繍を施した商品
硬式野球ボールに、好きな文字やロゴの刺繍を施した
オーダーメイド商品。
②硬式野球ボールにキャラクターデザインを施した商品
お守り、開運などの想いが込められたダルマや招き猫
などのオリジナルキャラクターをボールに刺繍した商品。
③野球モチーフの雑貨
野球ボールの革や縫目のデザインや技術を活かした
革製品（手帳、財布、鞄等）。

事業概念図（商品又はサービスの提供）

事業収益の獲得方法
これまで、スポーツの規定に合った商品を高品質に仕上げるこ
とを得意としてきたため、自由度の高いオリジナル商品の開発
については知識・ノウハウを持ち合わせていなかった。認定を
通じて、専門家によるサポートや商談イベントの参加により社
外の意見を取り込み、社内に知識・ノウハウを蓄積し、利益率
を高いビジネスへとシフトしていく。今年度、商品化の目途が
立ったため、来年度は販売拡大に注力していく。販路候補は、
自社ECでの販売、雑貨店、野球用品販売店など。また、SNSを
活用した情報発信や、クラウドファンディングでの販売を通じ
て、より多くのファンづくりをしたいと考えている。
事業の成果と進展

ブランディング支援、新商品のコンセプト設計、商品ブラッ
シュアップ、販路開拓施策を主に活用した。当社の前向きかつ
積極的な取り組みにより、指導者のリクエスト以上に創意工夫
を行い、質の高い商品開発を、スピード感を持って進めること
ができ、商品化の目途が立った。また、新商品開発事業以外に
も海外展開支援、事業継続力強化支援、IT経営簡易診断など多
面的に企業の経営基盤を強化するサポートも積極的に活用した。
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通信型ドライブレコーダーの開発によるWEBサービスの事業化
企業名

地域

株式会社タイガー

東京（関東）

採択・認定日

平成28年２月３日

事業分類

システム開発

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●ドライブレコーダーの本体側でハイビジョン動画とWEB用動画
を同時生成し、クラウド上に格納する。それを管理者が直接閲覧
することで、異常運転をリアルタイムで察知し、運転者に対する
適切な指示が可能となる。また、ドライブレコーダーに記録され
た運行情報を多面的に分析することで、ユーザー企業に対して安
全運転のための教育等に活用可能な情報を提供する。

●多くの車両を管理する運送事業者にとって、SDカードを使って画像
などを保存する従来型のドライブレコーダーでは、データ取り込みの
負担が大きい。本サービスでは、クラウドの特徴を活かしながら、PC
やスマートフォンで運行管理データの確認ができるようになり、「生
産性の向上とコストの削減を図ることができた」と導入した顧客から
は好評である。また、画像等のデータは事故後の証左としてだけでな
く、プロドライバーに対する安全教育にも活用できる。このように事
故防止という社会的なニーズに応えるサービスが提供できる。

内部環境（企画・設計）（経営資源・基盤）

外部環境（技術支援等）

認定事業者
株式会社タイガー

連携体

大学

事業統括

(株)ウエルストーン
WEBアプリケーションの開
発・設計･管理・運用・保守

企画・設計
WEBアプリケーション
パッケージソフト
ASPサービス

(株)ドライブ・カメラ
ドライブレコーダーの開発・
設計・製造・販売

販売・運用
サービス提供
ハードウエア販売
保守・メンテナンス

技術支援

武蔵野学院大学
（技術支援）

政府機関
情報提供

国土交通省自動
車局安全政策課
（情報提供）

事業概念図（商品又はサービスの提供）
顧客提供価値
◆タイムリーな運行管理
◆事故対応・事故抑止
◆危険運転防止
◆安全教育指導
◆燃費向上

B to B to B(代理店・リース）
代理店Ａ社
一般企業開拓

代理店Ｂ社

リース会社

運送事業者
B to B （直販）

サービスの流れ
代金の流れ

認定事業者
新サービ
スの理解
促進・関係
強化

リース会
社開拓

株式会社タイガー
事業統括
企画・設計
WEBアプリケーション
パッケージソフト
ASPサービス
販売・運用
サービス提供
ハードウエア販売
保守・メンテナンス

事業収益の獲得方法
●左記の事業概念図にある通り、代理店やリース会社を活用して月額
利用料を徴収するモデル（B to B to B）と、当社が直接ハードを販売
しながら月額利用料も徴収するモデル（B to Bの直販モデル）がある。
事業の成果と進展
●事業期間中においてもバージョンアップを続け、ハザードマップ機
能や約200時間前の過去動画を取得できる長時間録画機能、4台のカ
メラを接続できる死角回避機能などを追加。さらには、車両の1日の
走行軌跡とエンジンのON、OFFされた箇所・イベント発生個所を時
系列に確認ができる運行日報の自動作成機能の追加により、事業者に
とっての運行管理業務の効率化にも貢献すると同時に、危険運転回避
や安全運行の推進という社
400
350
会的使命にも応えてきた。
300
●そうした結果、右記のグ
250
200
ラフのように、事業収益は
150
当初の計画を常に上回って
100
推移してきた。
50
0
（R３年度は前期のみ計上）。
H28
H29
H30
R1
R2
●今後も本事業をグレード
単年度
累計
計画
アップし、日本の運輸業界
全体の生産性の向上や安全教育の充実に貢献する意気込みである。
単位：百万円

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
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木製家具の製作図面作成ノウハウ、木製家具の製造技術を活用した短納期・高品質のフルオーダー壁面収納家具
等の製造、及び全国展開販売事業
企業名

株式会社エストレージ

地域

愛知県

採択・認定日

令和元年12月17日

事業分類

機構採択

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

当社では一般消費者向けにフルオーダー収納家具専門ショールーム
『収納ラボ』を運営している。消費者の『収納』に対する需要に対し、単
なる小売ではなくライフスタイルを考慮したオーダー収納家具を提案
することにより顧客満足度を高め、紹介や口コミなどで顧客が拡がり、
順調に売上を伸ばしている。受注量が増加していることにあわせ、岐
阜県関市に自社工場を設置し、内製化にも取り組んでいる。

○住環境に関する調査データによると、約80％の人が「収納」について不
満を持っている。「狭い、少ない、使いにくい」など、収納は生活のなかで、
身近でちょっと厄介な問題だと考えられている背景において、当社製品は、
そうした収納に関する課題に向き合い、人の暮らし方に合わせたオーダー
収納家具を提供することで、「収納で生活を変える」お手伝いをしている。
○また、家具は使いやすさと共に、耐震性も重要だと考え、当社が施工す
る家具は壁にしっかりと固定。昨今の巨大地震の際に経験した、家具の転
倒による圧死事故を防ぐことも目的としている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

事業統括・開発・生産・販売

(株)エストレージ
（愛知県名古屋市）
・「収納ラボ」（名古屋店・銀座店・横浜店）の運営
・フルオーダー壁面収納家具の自社工場での生産

事業の成果と進展

消費者、マンションデベロッパー 等
産学官連携先：大学等と検討中

事業概念図（商品又はサービスの提供）

国内外からの建材等の
調達

自社工場（岐阜
県関市）での製
造・出荷

○自社店舗（名古屋・銀座・横浜）での直販、およびオンライン販売、将来
的には全国へのフランチャイズも検討している。
○当社の実績（4000件以上）を背景に、マンションデベロッパー・ビジネス
ホテルなどから作り付け家具の依頼もあり。

購入者宅での
設置

収納ラボ各店舗でのコーディネータによる販売
（現地調査含む）

○当社は「はばたく中小企業・小規模事業者
300社」に選定され、2020年11月12日（木）の
授賞式で経済産業大臣より直接表彰された。
独自のＣＡＤシステムを構築したことで顧客
個々のニーズに合わせた一貫生産体制が、
低価格、高品質で生産可能となった。
オーダー家具の需要が拡大している中で、デジ
タルデータを活用した自社工場の合理的な生産
システムによる家具製造が、地域を支える木工業の活性化に貢献したこと
が評価され、「需要獲得」の分野で受賞することとなった。
○2020年8月には新型コロナウイルスの影響で2ヶ月遅れとなった初めて
の東京での出店（銀座店）が実現し、従来以上に高額オーダー依頼も増え、
当社のオーダー家具システムの優位性を発揮できることができた。さらに
は、銀座店の出店を境に大手のマンションデベロッパー等からコラボレー
ションの引き合いも増え、BtoC市場からBtoB市場への拡大も実現化した。
○近い将来には、関東エリアでの生産検討、全国へのフランチャイズ化に
取り組むこととしており、順次準備を進めている状況である。
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鋳物の特徴を活かしたお肉がおいしく焼けるフライパンシリーズの製造・販売事業
企業名

地域

石川鋳造株式会社

愛知県碧南市

採択・認定日

令和２年２月１４日

事業分類

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

鋳物の特徴を活かし、焼き面の無塗装・無研磨にこだわり、ダクタイル
鋳鉄を用いたフライパン等の調理器具「おもいのフライパン」シリーズ
の開発・製造・販売を実施する。

肉がおいしく焼けることに特化した製
品開発、ブランディングにより、使用す
るシーンの明確化が図れた。国産、無
塗装という安心感と、この商品でお肉
を焼くという行為をエンターテインメン
ト化することで、顧客からの評価を得
た。当該世界観を構築するためメディ
アや動画サイト、ＳＮＳを活用し、継続
的な情報発信を実施している。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
ブランディング
DDR（安藤竜二氏）
おかちまい氏（料理研究家）
長田絢氏（料理研究家）
有名精肉店等（コラボ）
花のや（EC、Web）
中日ドラゴンス（コラボ）
ＭＡＫＵＡＫＥ（販売）

製造
中子製造事業者
段ボールパッケージ
製造事業者

行政
碧南市（ふるさと納
税返礼品）
愛知県（補助金活
用）

事業概念図（商品又はサービスの提供）

ダクタイル鋳鉄
砂型の中子

製造
自社で鋳造

事業収益の獲得方法
商品の販売により収益を獲得する。また、現在は精肉の定期配送（お肉の
サブスク）という会員向けサービスにも取り組んでいる。
現在は、地域資源の認定を受け、帆布（鍋つかみ）、製材（鍋敷き）、刃物
（ナイフ）等のコラボ商品の開発を実施するほか、各地の有名精肉店と連
携することで、定期的に会員に希少部位などを提供する「お肉のサブスク」
事業にも着手している。

石川鋳造株式会社

仕入

地域資源

販売
自社ＥＣ
ＭＡＫＵＡＫＥ等

事業の成果と進展
創業以来、工業製品の鋳造に携わった同社が、初めてＢｔｏＣ商品として開
発したのが、同商品のシリーズ初商品である「おもいのフライパン20㎝」で
あった。メディアで取り上げられたこともあり、同商品は2年以上の納期とい
う人気商品となった。しかしながら、その後の展開に向けて、しっかりとした
計画が不可欠であるため、中小機構採択事業によるアドバイス支援（つか
い手・つくり手共創会議）を経て、消費者からの要望の高いバリエーション
の開発を実施した。
地域内でも注目を集め、地元メディアへの登場機会も増えた結果、地元の
球団である中日ドラゴンスから声がかかり、マスコットキャラクターであるド
アラとのコラボモデル開発に至った。
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地元陶土の強度を高めたうすづくり製品の開発販売事業
企業名

越前焼工業協同組合

地域

福井県越前町

採択・認定日

２０１７年８月１０日

事業分類

陶器製造販売

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）

●本事業は、日本六古窯（こよう）のひとつである越前焼の産地
技術を活かし、飲み口の厚みが１ｍｍ以内のうすづくりにより、
インパクトある薄さと軽さ、通常以上の強度を有する平盃、ぐい
呑みなどの商品開発を行い、さらに地域の地域資源、伝統工芸
とコラボすることによって、地元や域外、将来的には海外に販路
を拡大していくものである。

●越前焼は六古窯で有名な備前焼と同様の土のイメージの強い焼
き物が中心の産地である。しかし、近年は新たな感性の窯元が多く、
機能性と個性が発揮された製品が増えてきている。
●その中でヒットしているビビッドなカラー展開漆器製品とコラボした
ぐい呑みは機能性と強い感性に訴える新
たな地域工芸品として東京オリンピック
の記念品として採用されるなど日本を
代表する工芸品として注目されている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
越前焼工業協同組合

薄くて軽く、強度ある
土の研究開発
福井県工業技術センター

福井県内伝統工芸産地
コラボ企画の共同開発検討
福井県漆器協同組合
福井県和紙工業協同組合
福井県指物協同組合

販路開拓、展示会への出展、
ホームページなどによる商品
ＰＲ，ブランド育成活動、営業

●新たな工芸品とみなされており、高付加価値製品として認知されている
ため、これまでのような価格競争から抜け出せており、収益性を高めること
ができている。

うすづくりのぐい吞みをはじめ、
マグカップ、時計、表彰盾など
の開発及び販売

事業の成果と進展

事業概念図（商品又はサービスの提供）
①土づくり
土掘り
土寝かせ
土練り

②成形乾燥
ろくろ成形
ねじたて
乾燥

強度
薄づくり技術
福井県工業技術センター
窯業試験場
薄く、軽く、強い土の開発研究

事業収益の獲得方法

③素焼き
釉薬かけ
④窯入れ
ガス窯、電気窯

⑤コラボ企画
複数の特徴
新たな個性
日本らしさ

越前焼感性

複合最適資源

●うすづくり製品
どの展示会でも必ず持った瞬間にその軽さ（25ｇ）に驚かれる焼き物
となっている。特に評価が高いのはぐい呑みで、一般のお客様から
地域の企業まで広く受け入れられている。地元の酒造会社から多数
の特別注文が入り、出荷に追われている状況である。
●地域伝統工芸とのコラボ商品
越前漆器とのコラボ
越前焼ぐい呑みの内側、外側に漆を塗る。
越前和紙とのコラボ
越前焼製品をベースにして、焼き物の外面
に和紙を貼る。
越前指物、越前箪笥とのコラボ
越前焼製品をベースにして、表具コースターとセット箱販売する。
越前焼陶板と県産杉材を組み合わせた表彰楯「輝杉」を製品化。
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アレルゲン不使用の災害食の試作開発および販路開拓事業
企業名

地域

三徳屋株式会社

石川県

採択・認定日

平成 29年12月8日

事業分類

食料品製造業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

〇石川県の地域資源である石川米の成分とうまみを活用し、「やわらかいお
米とカレーをレトルト殺菌し、長い賞味期限を維持でき、おいしく食べられるア
レルゲンフリーの食品」の開発と販売を行う。
〇本事業を通じて、常温での長期保存が可能な災害食を開発して 「 RICE
in 」シリーズを構築し、年齢や生活状況などに対するバリアフリーに着目した
食のデザインをすすめる。また、新たな食品分野の商品としてブランド力を高
めることで、食加工分野へのビジネスモデルとして波及効果が期待できる。

〇災害時に課題となる「水使用の制限・短い調理
時間・アレルギー対応・ごみ問題」などに対応する
機能性を有し、かつ「おいしい」と顧客から高く評価
されている。
〇開封するだけで、国民食と言われるほど定番食
であるカレーライスの味わいで食事を摂る事が出
来、かつ「ご飯とカレー」が１つのレトルトパックで
５年の長期保存を前提に、米のうまみを使い、ご飯の形状や食感を維持する製法
を用いた独自な製法で企画・開発・商品設計がなされている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
製 造

マーケティング・企画開発・販売
三徳屋
・OEMで長年培ってきた賞味期限、
アレルギー対応などへの課題に可
能な技術力
・工場と一体となった商品企画開発
・商品販売

事業収益の獲得方法

量産可能工場
・生産ラインの柔軟性確保
・入札等、大口案件を受注可能
・安全性、品質保証
(HACCP,ISO9001)

販路開拓商社
・自治体、学校（幼保含む）、小売店、病院、高齢者施設など向け

事業概念図（商品又はサービスの提供）
情報収集

連携
製造工場

防災系
商社
小売系
商社

石川県
工業試験場
（技術支援）

販売

マーケ
ティング
・企画・
開発

流通

検査機関
（アレル
ギー）

情報分析

三徳屋

要
望
・
条
件

・自治体
・学校
・幼保
・企業用
・ホーム
センター
・スー
パー
・通販
・カタロ
グ

〇代表的な防災向けカタログに掲載し、防災商品を扱う商社やバイヤーが、自
治体・学校向、小売店、病院、高齢者などの施設への販売により、収益を獲得する。
〇アレルギーや災害時の問題解決を日常の生活レベルで対応したいスーパー
などの量販店の店頭などの販売を通じて、収益を獲得する。

事業の成果と進展
【事業に取り組んだ経緯】創業を3日後に控えた平成23年3月11日に東日本大震災
が発生した際、当社代表が、復旧支援のボランティア活動中、食物アレルギーが
ある子供が支給された食事を食べられずに困り果てる姿を見た。この経験から「誰
もが安心して食べられる災害食を作りたい」との思いを強くしたことが、本事業着手
の経緯である。
【事業の成果】①展示会や防災訓練への出展での実食を
通し、商品の新規性と機能性を紹介したことで、知名度向
上および新規取引先の獲得につながった。
②非常時において、すみやかに食事が出来る新商品とし
て、営業キャンペーンを商社との共同で行えた。
③被災地へのボランティアの方と連携し、災害地への寄付
を通して、おいしさを損なわない機能性（水分を損なわない、
水を使わない調理など）のある食品の設計につながった。
④「災害食大賞2019/うまみ部門金賞」受賞、2020年「石川
県バリアフリー社会推進賞」受賞により、NHK・民放など
複数の局で取り上げられ、露出が増えた。
【今後の展開】防災市場でのリピート確保と、それを補完する小売市場への仕掛け
を構築しながら、海外からの引き合いに対応し、食のバリアフリー展開をしていく。
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世界初の静電式電子写真方式によるデジタル転写捺染技術を活用したオリジナル繊維製品の開発・製造・販売～
小ロット・短納期・高精細なふろしき・クリーナー等
企業名

地域

宮井株式会社

京都府京都市

採択・認定日

平成２８年１０月１４日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●ふろしきは、京都市の伝統的な地域産業資源として根付いている
が、高度経済成長期以降、ふろしきの利用は減ってきており、百貨店
の呉服売り場での販売が事業の主となっていた。
しかし、近年、レジ袋の廃止などによるエコバッグとしての活用、パッ
ケージ、ノベルティなどの観点から、ふろしきが改めて着目されており、
当社では、デジタル転写捺染技術を活用し、顧客オリジナルのふろし
き・オーガンジー生地を活用した透けるふろしき「awai」の開発や、自
社ECサイト「唐草屋」の全面リニューアルに取り組んでいる。

＜商品の特徴（顧客価値）＞
●色数制限を受けない高精細なデザイン表現が可能
●最小１枚単位の極小ロット対応が可能
●短納期対応が可能
●染色に水を使わず地球環境に優しい（＝エコ意識の高い顧客に訴求）
以上の特徴を持つふろしきを、電子写真方式によるデジタル転写捺染設
備を導入してデジタル技術の活用により開発し、「みんなのふろしき」のサ
イトを新たに構築して情報発信・受注活動を行っている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

宮井株式会社

株式会社向陵（京都市）

新たなふろしきのデザインも含めた企
画開発・ふろしき製造・マーケティン
グ・販路開拓・プロモーション全般を
担当する。

宮井㈱の子会社であり、優れた
印刷技術と繊維加工技術から生
まれた画期的な染色法である転
写捺染工程及びプレス工程を一
貫して対応可能。

●美術館の絵画、有名アニメキャラクターのデザイン、企業・学校・団体の
販促ノベルティ、贈答品、インテリア、エコバッグ、ワイン包み、お弁当包み、
パッケージ、周年記念イベント配付用などの用途の需要に向けた販売
●オーガンジー生地活用した透けるふろしき「awai」の開発・製造・販売
●クラウドファンディング「makuake」の活用も検討を進めている。
事業の成果と進展

地域連携：京都府、京都市産業技術研究所、産地の縫製加工企業など

事業概念図（商品又はサービスの提供）
転写紙・布製造企業

当社
（企画・製造・販売）

株式会社向陵
(転写捺染）

京都市産業技術研究所
（技術支援）

顧客

産地の縫製加工企業

●従来より、百貨店の呉服売り場での販売が事業の主になっており、ふろ
しきの需要が減少し、業績が低下している状況の中、地域産業資源活用
事業計画の認定を受け、5年間のフォローアップ支援が始まった。
●当社は、中小機構の支援ツールである「共創会議」・「ヒットをねらえ！」・
「売り方講座」・「EC相談」等の販路開拓支援ツールを活用し、最終消費者
やバイヤーが何を求めているかのニーズを積極的に理解した。
●「共創会議」で支援し、新たに産み出された「awai」は、オーガンジー生地
を活用した「透ける」ふろしきであり、本来の包む機能のみならず、ファッ
ション・インテリア等の多様な用途に日常で使える新感覚のふろしきとして、
今後、中小機構より紹介したクラウドファンディング「makuake」の活用や販
売に向けて具体的に検討が進んでいる。
●IT関連の人材が乏しく課題であったが、「新事業アドバイザー派遣」でIT
の専門家を派遣することで国内ECの売上拡大に向けたプロジェクト体制に
より自社で定期的なWeb戦略会議を実施し、Slackで情報共有するなど、本
社（京都市）と東京店を繋いだリモートによるWebの自主運用が始まった。
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独自オールドマシン技術を活かしたファクトリーブランドの靴下・ニット小物製品の開発・生産・販売
企業名

株式会社ニットウィン

地域

奈良県葛城市

採択・認定日

令和元年８月９日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

靴下の製造技術を活かし、オールドマシン技術を活かした天然素材
の豊かな履き心地や、最新の編み機の性能も取入れ、靴下本来の役
割に沿った靴下を、ファクトリーブランドとして事業拡大させている。
更に国内市場に留まらず、欧州・米国を中心に海外市場に向けて、連
携3社と協力しニーズを踏まえた商品企画・開発・生産・販売を加速さ
せ、連携事業者の事業・売上拡大に繋げている。

“はくひとおもい”というコンセプトで良質な天然素材を使用し、編み方にこ
だわり、時代にとらわれない定番のデザイン、買いやすい価格を実現した
「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」、上質でシンプルな「hakne」、天然素材で
リーズナブルな「memeri」 というブランドを展開している。
天然素材は編み立てが難しいが、手間暇がかかるオールドマシンを活用し、
丁寧で独自性の高い編み立て技術で完成させている。ファクトリーブランド
として圧倒的なクオリティの高さ、ブランドストーリーやコンセプトなどは差
別化できており、ライフスタイルストアにぴったりなブランドとなっている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
連携3社

（株）ニットウィン
・製品企画・開発・生産・販売
ファクトリーブランドの展開
“NISHIGUCHI KUTSUSHITA”
“hakne”

・糸素材（ウール・リネン開発）
SAZ Planning(有)
・ニット機の部材開発・改良
㈱テルミック
・縫製加工 山口縫製

・デザイン全般 “hakne”ブランディング オットーデザインラボ㈱
・輸出指導・支援 JETRO奈良の専門家、中小機構の窓口相談
・メゾンエオブジェ ㈱デアイ（日本窓口）

事業概念図（商品又はサービスの提供）
・糸素材調達 （SAZ Planning(有)
・オールドマシンの保守等 ㈱テルミック
・縫製加工 山口縫製

当社
（企画・製造・販売）

WEB

（支援者）
オットーデザインラボ㈱
・JETRO奈良、中小機構
・㈱デアイ
国内・国外展示会

国内外のセレクトショップ

国内ユーザー、海外ユーザー

事業収益の獲得方法
国内外の展示会出展や、HPなどの電子媒体、リンクするコンセプトショップ
等を活用し、紙媒体などでの情報発信等、価値伝達することで、ブランド価
値、企業価値を高め事業拡大を図っている。
事業の成果と進展
●事業成果
コロナ禍においても6-11月の上期実績は全社で前年比113.1％、自社ブラ
ンド138.3％、海外販売460.0％（自社ブランド内構成比21.0％）迄拡大
●中小機構のアドバイザー派遣による「プレスリリース」への取組み
・「NISHIGUCHI KUTSUSHITA」ブランドとして初となる膝下丈の靴下「シルク
コットンロングホーズ」の発売に際し、プレスリリース配信をアドバイザー派
遣で支援を受けた。その結果、『繊研新聞』（第一面）と『繊維ニュース』に掲
載。リリース作成時に意図した、「コロナ禍でも売上を維持できる販路戦略」
「積極的な海外展開」といった切り口が記事にも反映されており、その後
OEMの問い合わせが増え、社内においては社員が喜ぶなど効果があった。
・既存製品「natural sunny」をリブランドし、春からの新ブランド「memeri」と
して展開することについてもアドバイスを受けてプレスリリースを作成。新聞
への掲載の他、新たなセレクトショップとの取引開始など成果につながった。
●海外展開
・国際化支援アドバイス制度を利用し、窓口相談で専門家が対応した。
当社はすでに欧州への展開をセレクトショップのECサイトで実施しているが、
現地状況を踏まえ、出展会への出展方法や、新規ターゲットなどのアドバ
イスを踏まえて、次の海外展開戦略の基盤が構築されつつある。
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図面データとＡＩ活用によって短時間で作図を可能とする施工図作製代行サービスの事業化
企業名

(株)カワトT.P.C.

地域

山口県岩国市

採択・認定日

令和２年２月１４日

事業分類

新連携

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

マンションやホテル等の給水・給湯配管製品の施工に必要な施工図
の作製について、類似率の高い過去施工図と今回の建築設計図の
異なる箇所だけを修正し新しい施工図を作製できるシステムを独自開
発し、従来約4、5時間かかっていた施工図作製時間を約1時間30分ま
で短縮。さらにAI活用によって5～10分で作図を可能とし、短納期とコ
ストダウンによる競争力強化を実現する。

配管図面は作図者が1枚づつ個別作製する労働集約型業務のため、人件
費が安い海外への外注が増えたことで国内建築ノウハウの海外流出が進
んでいる。一方、専門知識を要する作図者は高齢化により人手不足となっ
ている。本システムの活用により、当社の主要事業である配管組立加工を
通じて蓄積した過去の施工図データベースから、今回作製する図面と最も
類似する図面を自動抽出し、これに配管箇所や間取り等の差異をAIが自
動修正すれば短時間で施工図が作製できるため、作図者のスキルに依存
せず海外との競争力の高い作図代行サービス提供を実現する。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法
①図面作製を請け負うゼネコン、設計事務所からの作図代行による収益
②作製した建築物件の給水・給湯配管製品および加工受注による収益
③AI作図システムの提供による収益
事業の成果と進展

事業概念図（商品又はサービスの提供）
＜顧客＞
・ゼネコン、ザブコン、設
計事務所等、従来の配管
施工図面の作製請負先
＜サービスの提供＞
施工するマンションやホ
テルの基本設計図を受領
し、当社がシステムを活
用して配管施工図を代行
作製して顧客に納品

1.新連携補助金（サビサポ）活用による開発資金の調達
補助金による資金調達により、Ai機能の開発が前倒しで進展。３月末まで
にデモができるプロトタイプまで完成予定
2.ゼネコン等の協力体制構築
AI機能実装の見通しが立ったことから、顧客へのPRを先行して行った結果、
スーパゼネコン４社の他、ゼネコン、設計事務所等２０社程度から図面
データの提供等の事業協力の合意を得た
3.システム提供ビジネスの検討
当初本システムは当社の作図代行サービスのみ活用予定であったが、シ
ステムそのものの提供ビジネスの検討にも着手。現在、グローバル・ネット
ワーク協議会（ＧＮＣＪ）の支援を受け戦略を策定中
4.ハンズオン支援への支援拡大
フォローアップ活動を通じて、BCP策定に関する支援要請を受け、ハンズオ
ン支援（専門家派遣）を実施。６ヶ月の支援に続き、別テーマでの継続支援
を検討中。
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ココロとカラダをパワーチャージする「むかつく半島ウェルネスリゾート」 をコンセプトとする着地型観光の開発、販売
企業名

（株）油谷湾温泉ホテル楊貴館

地域

山口県

採択・認定日

平成 30年 12月 7日

事業分類

地域資源活用

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

自然豊かで風光明媚な山口県長門市油谷地区に存在する地域産業資
源「油谷湾」「向津具半島」などを活用し、ホテル楊貴館を起点に、「むか
つく半島ウェルネスリゾート」を統一コンセプトとして、忙しい日々を過ごす現
代人の体の疲れを癒し、精神的に安定させ、さらに力をチャージすることが
できる着地型観光商品を開発し、販路開拓に取り組む。

「油谷地域」の地域資源（温泉・食材・景観・人）にビッグワンネクストおよび各社が独
自のアレンジを加え、ここでしか体験できないパワーチャージ商品を計画中。
例）元乃隅神社ライトアップイベント・日本酒ガストロノミーツアー・百姓庵タラソテラピー

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
事業概念図（商品またはサービスの提供）
油谷湾温泉ホテル楊貴館

百姓庵

【経営資源】
・温泉総選挙 うる肌部門
２年連続 第1位‼
・旅館甲子園2021
グランプリ‼

【事業コンセプト】
百姓＝「Life Artist」
「自然のものと暮らす生
活」をコンセプトに百の
事業を生み出す

地域資源

Motonosumi Shrine

Tsunoshima Ohashi

Yuya Bay

ビッグワンネクスト

2020年11月11日
“DMC”設立

【mission】
・「油谷地域」のプロデュース
・着地型観光商品・飲食メニュー・食品・雑貨等の企画・開発および販売
・イベントの企画・実施
・プロモーションの企画・実施
産学官連携先：長門市・長門市観光コンベンション協会・中小機構

事業収益の獲得方法
「油谷湾温泉ホテル楊貴館」から独立した「ビックワンネクスト」が地域プロデューサー兼
DMCとして活動を開始。
「地域資源の発掘→商品・イベントの企画・開発→プロモーション→販売→地域への収
益還元」を一元的に行う体制が整った。

事業の成果と進展
【活動実績】
新型コロナの逆境の中、2020年度は以下のような活動を行った。
・DMCの設立
・日本酒bar開設のためのクラウドファンディング（5,683千円）
・国内の中小旅行会社向けFAMツアー（参加:16社）
・全国の旅館向けウェビナー講師
・山口県内4旅館による観光キャンペーン
・「元乃隅神社」ライトアップイベントの企画とモニターツアーの実施
・地域資源を活用した飲食メニュー・食品・絵本等の企画開発
【中小機構の支援実績】

・2018年4月
「むかつく半島ウェルネスリゾート」のテーマを提案。
「地域資源活用」事業認定に向けた活動を開始。
・2018年10月
アドバイザー派遣開始（3回/テーマ：着地型観光商品開発）
・2018年12月
「地域資源活用」事業認定
近畿本部主催 観光商談会（大阪） 初参加
・2019年11月
アドバイザー派遣開始（3回/テーマ：インバウンド戦略）
中国本部主催 FAMツアー参加（香港バイヤー 2名）
・2020年1月
中国本部主催 セールスコール参加（シンガポール 9社）
・2020年9月
中国本部主催 オンラインセールスコール参加（海外3か国）
勉強会での講師委託（テーマ：コロナ禍における自社の観光戦略について）
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海老加工品の新商品開発・製造及び海老専門店のECサイト、通販立上げによる販路開拓事業
企業名

株式会社藪水産

地域

香川県高松市

事業の概要

・当社は国内外から調達した水産原料をBtoB向けに加工・販売をこれ
まで行ってきた。
・特に「海老」については自社独自の加工製造技術を駆使し、付加価値
の高い商品として、飲食店等から高い評価を受けている。
・これまで外食産業のみにとどまっていた自社の海老加工品を家庭で
も気軽に味わってほしいという思いから当機構に相談があり、機構採択
事業としてBtoC向けの商品開発からEC販売に係る仕組み構築・運用
に至るまで支援することとなった。

採択・認定日

２０１９年１０月１３日

事業分類

機構採択

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴
・海老乃家の海老
→天然海老を水揚後すぐに船内にて
急速凍結した鮮度のよさ
→封を切らずにそのまま流氷解凍もしくは
冷蔵庫での低温回答後すぐに調理可能
（使いきれなかった残りは冷凍保存可能）
→500ｇ、1kg、2kg、4kgと選べるサイズ

事業の成果と進展
・一般に流通している海老は、消費者自身での下処理が求められる上
に、本来食べられる部分も捨ててしまっているケースも多い。こうした課
題を解決すべく、当社独自の処理技術・製法により、鮮度・旨味・食感
の豊かな剥きエビを中心とした加工食品の開発を担当CAD及びAD派
遣により支援。

・開発した商品を販売するべく、直販サイト（ECショップ）の構築からSNS
等のメディアプロモーションやクラウドファンディングを活用した企業の
ブランディングを行った。
特にクラウドファンディングについては2回実施し、いずれも目標金額
を達成（達成率1回目：1,234％、2回目：902％）、全国で累計964名の応
援者を集めることに成功。コロナ禍により既存の販売先となる飲食業界
が低迷する中で、新規市場開拓を実現。
いずれにEC担当CADによる支援によるもの。

・海老乃家の霜降り海老ステーキ
→漁獲尾数の全体量の内１％以下の
希少サイズ（約３０ｃｍ）の海老のみを使用
→同梱品のオイルも本来廃棄される
海老の殻から抽出するなど環境にも配慮
→冷凍庫から出して、火にかけるだけで
出来上がる簡便さ

事業収益の獲得方法
・自社サイトからの直販により事業収益を獲得。
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主に今治地域で水揚げされるマダイ、タチウオ、ハモを活用した長期保存可能なチルド商品の開発・製造・販売
企業名

地域

株式会社愛媛海産

愛媛県今治市

採択・認定日

２０１７年２月３日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

地域産業資源であるマダイ、タチウオ、ハモを活用したチルド商品（混
ぜご飯の素、寿司の素、煮物、味付けほぐし身、だし）を開発・製造・
販売する。マダイ、タチウオ、ハモの産地としてのブランド力、認知度
の向上により、漁業者や水産食品製造業など地域の中小企業等の競
争力強化にもつながり、売上向上や雇用促進などの地域への波及効
果が期待される。

・天然のマダイやハモが本来持つ身質を保ちながら、食の簡便化志向
に対応するため、温めるだけもしくはそのままで食べることができ、
その上長期間の保存が可能な商品である。
・当社が位置する今治市では古くからマダイ、タチウオ、ハモの水揚
げが多い。今治市沖の来島海峡は関門海峡、鳴門海峡とともに日本
三大急潮に挙げられており、急流にもまれ身が引き締まった魚が獲
れる地域である。特に、マダイについては愛媛県の県魚に指定され
ており、当地域を代表する魚種である。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
株式会社愛媛海産

事業収益の獲得方法

原材料調達
商品開発
製造
販売

小
売
店

愛媛県産業技術研究所

・原材料やデザインへのこだわりなどにより付加価値を高めている。
・販売については、EC等で直接消費者に販売、卸業者を介さず小売店と取
引きすることで流通コストを削減している。

消
費
者

事業の成果と進展

えひめ産業振興財団、今治商工会議所

事業概念図（商品又はサービスの提供）

原
材
料

商品開発

商品製造

商品販売

小
売
店

消
費
者

【事業に取り組んだ経緯】
当社は主に地元で水揚げされる魚介類の冷凍加工食品の製造・販売を
行っている。取引先の小売業者から身質を損なわずかつ長期保存が可能
な商品に対するニーズが増えてきたことから本事業に着手した。
【事業の成果】
地域活性化アドバイザー派遣を活用して製造面の課題解決を図り、まぜご
飯の素、寿司の素、ほぐし身、煮物、だしを商品化した。販売面では、展示
会出展や商談会等中小機構の販路開拓支援メニューを活用し、百貨店、
高質系スーパー、セレクトショップ等の新規販路を開拓し、コロナ禍におい
ても売上を伸ばしている。
【今後の展開】
新商品投入やEC強化などにより国内における売上増加を図るとともに、海
外での和食人気の高まりという市場機会に対し長期保存可能という商品特
性を活かして海外展開にも取り組んでいく。増える売上に対応するため、
人材育成や効率化により製造面の強化にも取り組む。
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子どもの難病に特化した医療レファレンスサービスのAI開発と事業化
企業名

株式会社隼斗

地域

大分県 臼杵市

採択・認定日

令和元年10月11日

事業分類

専門サービス

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●子どもの難病に関する治療法や医療機関を調べ、その情報を患者
家族に提供する、国内初の小児慢性特定疾病レファレンスサービ
ス「子ども難病ナビ」を展開。
●拡張サービスである医療機関向けの「どくとる難病ナビ」と、弁護
士／法律事務所向けの「正義の女神ナビ」も提供。

●ＡＩの活用
・ 日本で唯一、医療情報をＡＩ化できる技術により、子どもの難病に関す
る希少な情報を迅速に取捨選択、収集できる独自のシステムを構築。
・ レファレンスサービスをＡＩ化し、ＡＩチャットボット機能を付加することで、
ユーザーはより迅速な情報入手が可能に。
●世界の医療機関とのネットワーク
世界の120を超える医療機関のオープンデータベースや未公開情報（ク
ローズドデータベース）の中から、欲しい情報をピンポイントで引き出せ
る、独自のシステムと協力ネットワークを構築。12ヵ国語に対応。
●独自のハゲタカジャーナル（ニセ論文・悪徳雑誌）排除技術により、信
頼性の高い情報を提供。

連携体の構成
大分大学 医学部・経済学部
産学官連携先 ≫
≪

コア企業：㈱隼斗
基礎開発、シソーラス、法令調査、デバイス検証、言語翻訳、及び
事業統括を担当。
・ＡＩ開発技術、独自の自然言語処理／シソーラス技術
・不正情報の排除技術／ノウハウ
・世界トップクラスの医療機関・研究機関、専門家とのネットワーク
社会医療法人 敬和会
データベース構築と臨床テストを
担当。医局、医師会、学術面の
信頼獲得もバックアップ。
・豊富な臨床データベース
・検証施設／インフラ

事業概念図（商品又はサービスの提供）

㈱ワイズ・リーディング
自然言語処理と電子カルテとの
連動システム、アプリ連動の画像
診断システム開発を担当。
・医療ＡＩアルゴリズム開発技術
・医療システムとの連動ノウハウ

事業収益の獲得方法
・ 難病の患者家族向けの「子ども難病ナビ」は、依頼事案ごとに料金設定。
・ 医療機関向けの「どくとる難病ナビ」と弁護士／法律事務所向けの「正
義の女神ナビ」は、定額のシステム利用料。
事業の成果と進展
●連携体企業の社会医療法人 敬和会、㈱ワイズ・リーディングの協力を
得て、「子ども難病ナビ」サービスをＡＩ化することで、より多くの市場
ニーズに対応。
●ＡＩ化により生産性が大幅に高まり、受注対応可能件数が大きく増加。
●新連携事業として取り組んだサービスのＡＩ化によって、当社の生産性
の向上が図れ、受注数、売上高、営業利益ともに倍増し、急成長。
●2017年8月に設立された新興企業であり
ながら、IPO（新規上場株式）の準備中。
●大分県臼杵市佐志生という限界集落地
域から世界に羽ばたくベンチャーとして、
注目を集めている。
「子ども難病ナビ」システムをチェックする
毛利隼斗社長（左）と木許心源会長（右）
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「さかなのごちそう」ブランドの開発と、海外業務用輸出を含めた販路開拓
企業名

柳川冷凍食品株式会社

地域

福岡県柳川市

採択・認定日

令和元年１２月１７日

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）

当社が業務用市場で強みとしている飲食店の厨房サポート技術（※）
を活用して冷凍海鮮パスタ、焼き魚等の市販品を開発し、市販用市場
に展開することで当社の販路を拡大するとともに、市販品の展開に
よって得たブランド力及び販売促進力によって、海外業務用市場を開
拓する事業である。
※半製品製造、魚介を中心とした和食の調理ノウハウ等

【魚介を用いた簡便食シリーズ
「さかなのごちそう」の特徴】
※写真は海鮮パスタの盛り付け例

連携体の構成
地域原料供給・加工

商品開発・製造・販売
柳川冷凍食品㈱
（福岡県柳川市）
半製品製造、和食調理ノウハウを
使った市販品の開発、製造、販売

主に福岡県柳川市、大牟田市の
数社。
有明海の魚介類（芝エビ・サル
ボウ貝）、アサリ、うなぎ等。

海外輸出支援 ： JETRO、福岡商工会議所、中小機構九州本部

事業概念図（商品又はサービスの提供）

簡単に
プロの味

● 家庭でプロの味を簡単に再現できる
● 魚介調理に伴う手間やゴミを削減
● 地域原料を使用し食べる地域貢献
事業収益の獲得方法
令和元年4月本社敷地内に完成した新工場で、従来の業務用半製品製造
と並行して当事業商品の製造を行うことで固定費の按分が可能となる他、
大手との価格競争を避けて鮮魚売場への展開を図り、利益率を維持する。

● トレンドを捉えた商品開発、コロナ禍による宅内需要拡大等により、
令和4年8月期の事業最終目標を令和2年上半期で達成。
● 徹底した営業活動により、量販店1000店以上で販売中、今後2000店以
上を目指す。
● 経営資産としての「さかなのごちそう」ブランドを新規開発し、市販食品
参入。
● 商品開発については、冷凍海鮮パスタ、焼き魚を既に開発済み、順次
拡大見込み。
● コロナ禍で低迷した業務用卸向け製造設備を有効活用。
※写真は、令和元年4月本社敷地内
に完成した新工場

有明海
他産地
高い
地域性

食品卸売／製造

事業の成果と進展

国内ニーズの解決 ： 魚の調理が面倒、ゴミを出したくないご家庭
海外ニーズの解決 ： 和調理を本格的に行いたい飲食店

漁業者

事業分類

加工
業者

技術
連携

柳川冷凍
食品㈱

国内量販
海外業務
等市場
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沖縄県産クルマエビ、黒糖、塩、島とうがらし等を活用した観光土産品の開発と販路開拓
企業名

地域

テトラメイク株式会社

沖縄県那覇市

採択・認定日

平成30年6月8日

事業分類

食品製造販売

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

沖縄県はクルマエビの養殖で日本一だが、その殆どが県外へ出
荷される。また価格が下落しにくいこともあり、県産クルマエビ
を素材とした姿焼きせんべい等の商品は少ない。本事業では、県
産素材の調達から製造まで沖縄で一貫して商品化し安心安全な商
品の開発を目指す。また当社の卸部門は、県内お土産品店等の卸
先が約150社、仕入先も約50社を有する。そのネットワークを活
用、事業者と連携し、コラボ商品の開発や販路開拓にも取組む。

沖縄県内で生産された素材を、県内で商品化する事に重点をおく理由は、
観光土産品店で販売されている商品の4割程が県外や海外で作られた商品で
あることが要因。2020年3月31日から製造所固有記号が新制度になり、製造
者・販売者の併記が必要になる。沖縄に来沖し観光土産を購入する際に、製
造場所が沖縄県以外だとその商品に対する期待感が下がる。観光土産品店の
バイヤーからも沖縄県内製造商品を中心に扱いたいとの意見もあり、今後沖
縄県内の観光土産品にとって、県内で製造する商品の価値は高まり、必須条
件になっていくと考える。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

・久米総合開発
・沖縄ビエント
・JA豊見城
・西原ファーム

お土産店からのヒアリング調査で、沖縄素材を使った土産菓子が多くある
中でせんべい類は、県外観光客、インバウンド客にも人気がある。開発する
商品は、県内で養殖されているクルマエビを素材に活用した商品で類似商品
が無く、県内市場では新規性があり、競争力の高い商品と考える。

テトラメイク㈱

県内協力事業者

協力

・クルマエビ姿焼きせんべい
・プレスし式エビせんべい
・黒糖菓子
・くるま麩菓子

事業の成果と進展

支援機関： 久米島商工会、豊見城市観光協会

事業概念図（商品又はサービスの提供）
テトラメイク㈱

原料調達

コラボ企業
OEM依頼

商品企画
開発・試作
製造・販売
コラボ商品企画
開発・試作
製造・販売

県内販路
観光土産品店
等
県外販路
わしたショップ
等

海外展開

消 費 者

せんべい商品

2019年初旬から売上も好調に推移。工場が
手狭になったため、本年5月に工場を移転・
拡張。人材も増員し、事業も順調に推移。販
路開拓に関しても、那覇空港や国際通りのお
土産品店等にも販路が広がり、受注も増加。
10月の中小機構沖縄事務所主催の販路支援イ
ベント「守礼門商談会」でも流通バイヤーか
ら高評価を受け、県外への足掛かりも掴めた。
また2020年2月の東京で開催された設備機器
の展示会を視察し、次年度に向けて生産ライ
ンの拡充を予定していたが、外的要因のコロ
ナウイルスが沖縄県の観光産業に大きなダ
メージを与え売上がダウンする状況になった。
そんな中でも新商品開発の営業を続けた結果、
豊見城市の特産品「ちゅらとまと」のせんべ
いの開発依頼や香港でのテスト販売もスター
トした。前を見据えて前進するテトラメイク
に期待したい。
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「海洋深層水」×「沖縄ボタニカル素材」の化粧品展開によるインバウンド需要の開拓
企業名

地域

㈱ポイントピュール

沖縄県久米島町

採択・認定日

令和２年１月２９日

事業分類

化粧品製造販売

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

久米島海洋深層水や沖縄素材を強みとし商品開発力・製造技術力
を磨き県内外の化粧品メーカーからのOEM製造受託を主たる事業
としてきた当社が、自社ブランドの展開を柱として育てる目的で
取組み始めた事業。好調な沖縄への入域観光客(インバウンド)の
需要をターゲットとしてスタートしたが、新型コロナ禍の現在、
地元県内客や国内需要もターゲットを広げアプローチすべく、直
営店の多店舗展開やSNS等の活用による自社EC強化にも取組み、
販路や顧客を開拓し沖縄コスメブランドの確立を目指す。

ほぼ全ての商品のベースにミネラル豊富な久米島海洋深層水を活用
し、沖縄の亜熱帯性天然素材（ボタニカル＝植物）による保湿や抗酸
化の強みを掛け合わせた化粧品。ビジュアル的にも伝わりやすく、デ
ザイン性の高さで訴求。通常のスキンケア化粧品のように、お手入れ
プロセスのラインアップではなく、フェイスマスク・ミストローショ
ン・オールインワンジェルなど、エンドユーザーがよく使い手に取り
やすいアイテムを投入。「Ryu Spa」ブランドのエントリーラインと
位置づけ、沖縄素材のパワーを実感してもらえるナチュラル化粧品。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

県内協力事業者

㈱ポイントピュール

久米島漁協
農業者・加工業者
（素材の生産・供給）

沖縄県産素材の化粧品
開発・製造・販売

業界団体・地域活動
沖縄県健康産業協議会、
久米島海洋深層水協議会、
久米島の海を守る会
協力

支援

事業の成果と進展

沖縄県海洋深層水研究所・那覇商工会議所・久米島町商工会・北谷町商工会

事業概念図（商品又はサービスの提供）
㈱ポイントピュール
海洋深層水

直営店（4店舗）

一次産品
海ぶどう、
アセロラ、
月桃 他

加工品
海塩、黒糖 他

商品企画
素材開発
開発・試作
製造
販売
プロモーション

自社EC・SNS
県内販路（空港等）
県外販路（ポップアップ）

消 費 者

Ryu Spa
ボタニカルシリーズ

新商品「ボタニカルシリーズ」はエントリーラインのため、フェイス
マスク、ローション及びジェルは比較的低価格帯に設定されているが、
フェイスマスクの量産設備の導入など製造原価を低減するとともに、
沖縄県内の直営店（現在４店舗展開）や自社ECによる直売を中心とす
ることで、収益性を確保している。
昨年4月に第1弾商品群を発売。沖縄県北
谷町にブランドショップを開店し、地域
のお客様中心に販売をスタート。9月頃か
ら販売が伸び、当初計画を上回る安定的
な売上を達成している。また本年3月に那
覇市国際通りに新店舗をオープンし、来
るべき観光客需要の
【フェイスマスク】
復活に向けて中小機構支援事業（AD派遣事業や
IT経営簡易診断等）を活用しつつ準備中。ボタニ
カルシリーズの上位シリーズを開発・改善するこ
とでブランド全体の価値を高め収益性を上げてい
く計画。沖縄の化粧品トップメーカーとして、世
界に通じる沖縄コスメブランドの確立を目指す。
地元（久米島)の雇用や一次産業の振興にも寄与
【ミストローション】 し、離島のモデル事業者となりうる存在。
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