
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」について、中部地域におけ

る平成２２年度第３回の認定として、本日、１３件を認定しました。

平成２３年２月２日

中 部 経 済 産 業 局

中部の「地域産業資源活用事業計画」

平成２２年度第３回認定について

１．中部経済産業局では、平成１９年度から、中小企業支援策の重要な柱の１

つとして「中小企業地域資源活用プログラム」による支援を実施しており

ます。

２．本事業は、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、中小企業者が創意工夫によって域外市場を狙った新商

品、新サービスの開発・事業化を目指しており、この度、平成２２年度第

３回として１３件の地域産業発展の核となる新事業を認定しました。

３．中部経済産業局では、平成１９年度に４５件、平成２０年度に４８件、平

成２１年度に４０件、平成２２年度に８件の認定を行っております。（今

回の認定により、法施行後、当局認定件数は１５４件となります）。

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、設備投資減税、信用保証の特例、政府系金融機関の低

利融資、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。

（お問い合わせ先）

中部経済産業局 産業部 経営支援課

担当：稲垣、長谷川

電話：０５２－９５１－０５２１（直通）

ＦＡＸ：０５２－９５１－９８００



NO 地域名 事業名 事業概要
地域資源

（３類型）
法認定事業者

1
愛知県
西尾市

安定的に生産でき、細かな粒度率を可
能にした飲料･加工食品用微粉抹茶の
製造販売事業

・従来抹茶は碗ごとに立て、飲料用としての利用が主流であったが、消費者ニーズ
の多様化が進み、アイスクリーム・ケーキなどのデザートやスイーツ、あるいは
ベーカリー、蕎麦などの加工食品の材料にもその用途を拡大。株式会社葵製茶は独
自のノウハウでストレイナー（いわゆる茶漉しのこと）が目詰まりしない微細な抹
茶を安定的に製造する方法を開発し、その粒度分布は、平均粒度：１０ミクロン以
下／分布割合：２０ミクロン以下９０％以上という従来品の倍以上の微細率を実現
している。
・粒度分布が微細な状態に安定することで本商品の取引先生産工程における目詰ま
りによるライン停止等のトラブルが回避でき、生産コストの低減化が図れるといっ
たメリットに加え、最終製品の色合いや食感のなめらかさが増し、ザラツキ感がな
いなどの特性も向上。
・同社は本商品を戦略商品と位置づけ、食品メーカー・飲料メーカーを中心に新規
取引先の販路開拓を進める。

西尾茶（製茶）
（鉱工業品）

株式会社葵製茶

2
愛知県
犬山市

じねんじょ「夢とろろ」を使用した
ドーナツの製造販売事業

・愛知県農業総合試験場で育成された自然薯を利用した上で、「ワンコイン（\１０
０）でも買える加工食品はないか」と模索する中で、自家製ドーナツを製造し培っ
たノウハウと自然薯の持つ自然な甘みと発酵力を生かし、極力、白砂糖とベーキン
グパウダー（ふくらし粉）を使用しない製法を目指し、加工方法と使用原料の選定
に試行錯誤を重ね商品化。
・夢とろろを使用したじねんじょドーナツは当地域内では同社のみ。じねんじょが
有する豊富な糖度とαアミラーゼの活性機能を生かし、自然な甘みとふっくらな食
感が特徴。

販路としては 百貨店やス パ などが主になるが インタ ネットを活用した

自然薯
（農林水産物）

くいもんや源

中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源事業計画の認定一覧

・販路としては、百貨店やスーパーなどが主になるが、インターネットを活用した
直販体制も築いていく計画。

3
愛知県
蒲郡市

ＬＥＤチューブライト入り「光る繊維
ロープ」の製造販売事業

・漁業をめぐる環境が厳しさを増し、高付加価値の製品作りが求められる中、２０
年ほど前から大手水産会社や漁業関係者から海中でも「光るロープ」が作れないか
と相談があった。しかし当時は製品化には至っていなかった。そんな中、５年ほど
前にラグーナ蒲郡にて装飾用のＬＥＤ照明を目にしたことをきっかけに、ロープの
内部にＬＥＤ照明を仕込むことを発案、約２年の開発期間を経て、本製品の完成に
至った。
・本製品は、豊橋市のＬＥＤメーカーと開発した強化ロープチューブを使用し、
ロープ製造時の破損を防いでいる。また用途に応じて光の漏れ具合を調整するため
テンションの張り具合や締め具合などの同社独自のノウハウや工夫がある。
・今後の販路としては、商社・建設関係者経由での販売が主になるが、他社とのコ
ラボレーションの開発を契機にメーカーからの直販体制も築いていく計画である。

三河のロープ・網
（鉱工業品）

三栄製綱株式会社

4
愛知県
瀬戸市

細工の自由度を活かしたデザイン性の
高い瀬戸焼セラミック製スピーカーの
製造販売事業

・本製品は、瀬戸焼の特徴でもある伝統的なタタラ作りの技法と瀬戸の粘り気のあ
る陶土を活かすことで、細工の自由度を活かしたデザイン性の高い製品の製造を可
能としており、インテリアオブジェとしての付加価値的な魅力を持つ製品となって
いる。タイプはバスレフ型の普及タイプとバックロードホーン型のオーディオファ
ン向けタイプの２種類であり、どちらも、セラミックの特性である形状の自由度を
活かし、壁面構造や音響箱内の音道の設計などを実現している。
・市場としては、中高級オーディオ機器というジャンルに属する位置づけである
が、今後、カジュアルオーディオ機器というジャンルも含め、専門店やＨＰなどで
の販売を中心に、海外での販路拡大も目指す。

瀬戸焼
（鉱工業品）

聖新陶芸株式会社
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5
岐阜県
高山市

食事姿勢を正しく保つ「食のための椅
子」及び周辺家具の製造販売事業

・平成２１年に整体師、竹田裕彦氏（鳥取県）から、高齢者や病人に多い「誤嚥」
のトラブルに対応する「食のための椅子」作りができないかと依頼があり、同氏に
よる特許に基づきデザインを重ねることで今回の対象製品「食のための椅子」(製品
名：X belt chair)が完成した。
・実現の際に課題となったのが、上後腸骨きょく部を的確に押さえ、理想的な「前
かがみ」の姿勢を保ち、上体の前後運動を楽にさせる座面のＸベルト箇所であった
が、同社では、飛騨の匠が持つ建築技術の筋違い構造「合い掛け」を活用すること
でその課題を解決した。
・販路としては、産地問屋経由での販売が主になるが、介護関係の事業者とのコラ
ボレーションを進め、直販体制も築いていく。またダイニングセットとしての関連
商品展開や機能を絞り込んだ業務用シリーズも展開し、大口業務用物件の受注を図
る。

飛騨の木製家具
（鉱工業品）

株式会社木馬舎

6
岐阜県
山県市

「美山の水栓バルブ」技術を活用した
空気混合式高機能シャワーヘッド等の
開発・製造および販売

・同社は、水栓バルブの金属部品メーカーとして長年蓄積した、流水制御技術、真
鍮の切削加工技術および樹脂素材への転換技術を活用し、「空気混合式」による節
水シャワーヘッドを開発した。さらに、平成22年には、ミックスジェット方式を基
盤としたマイクロバブル・ナノバブルを含んだ高機能シャワーヘッドを開発した。
・同製品は、シャワーとしての使用感を損ねず、３割～５割の節水率を実現してお
り、特殊構造（特許取得済）でどこにもマネできない優位性を持っている。
操作性や品質面においても差別化を図っており、大手ガス会社との連携による競争
力強化も期待できる。
・主な販路としては、ホテル・旅館やスポーツ施設などに加え、ガス事業者との連
携による個人向け販売、さらには建設ラッシュが続く中国など東アジアを中心とし
た海外を市場として見込む。

美山の水栓バルブ
（鉱工業品）

株式会社田中金属製作所

た海外を市場として見込む。

7
岐阜県
郡上市

軸受製造技術を活用して独自のしなり
を持たせた、毛抜き等のコスメ・美容
雑貨シリーズの製造・販売事業

・同社が開発した「NOOK」は、同社がもつ特殊部品、軸受メタル製造で培った軸受
製造技術を活用することで、独自の“しなり（ばね）”を持たせ、従来の毛抜きの
ように点でなく、面で捉えて確実に毛を抜く、「面キャッチ構造」を実現してい
る。
・同商品は確実に毛を捉えて抜くだけでなく、広範囲につかむこともでき、先端は
円形に形状加工していることから、使用者の肌を傷つけることのない安心・安全性
も実現。2009年にはGOOD DESIGN AWARD賞を受賞。
・「NOOK」を中心に、同技術を活用した美容雑貨「KIIR（眉切りカット）」、
「SULL（爪やすり）」等を商品化し、シリーズ商品としてブランド化を進める。美
容に対してこだわりを持つ層を中心に、WEBセレクトショップ等での拡販を図るとと
もに、美容院、生活雑貨専門店、海外市場等を新規開拓する。

岐阜県の一般産業用
機械

（鉱工業品）

有限会社ミサト工業

8
三重県
伊勢市

萬金丹の特徴を生かし開発・製造した
『伊勢国朝熊岳 萬金飴』の販路拡大
事業

・６００年の歴史（室町時代の応永年間）を持つ伊勢萬金丹に着目した上で、三重
県内の大学や、菓子製造メーカー等との共同研究を行いながら開発。
・「伊勢国朝熊岳 萬金飴」は、伊勢に古くから 伝わる和漢胃腸薬［萬金丹｣に使
用されている3種類の和漢植物(阿仙薬、甘草、桂皮)を配合し、子供からご年配の方
まで幅広く食せるよう開発された、“のど”と“おなか”にうれしい、風味豊かな
黒飴。本商品は伝統薬の生薬をそのまま飴などの食品形態に転用した例は極めて希
少。
・伊勢のお土産好適品として、今後増加する伊勢・志摩地域への入り込み客を主な
ターゲットと位置づけつつ、伊勢神宮おはらい町、伊勢朝熊山金剛證寺等の既存販
路に加えて、直売店舗、ホテル、観光地、通信販売等の新規販路開拓への取り組み
を強化。

萬金丹
（鉱工業品）

有限会社パイン・メディテック
松屋製菓株式会社(共同申請者)
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9
富山県
高岡市

異素材（ガラス）と漆・螺鈿の組合せ
によるテーブルウェア商品の開発

・高岡漆器の技術による特殊な表面処理を施し、ガラス素材の底面に螺鈿と漆を加
飾した、高級感溢れるワイングラス、酒器、プレート等のテーブルウェア商品を地
域で初めて開発。
・螺鈿と漆を底面に加飾することにより、ガラスを通して浮かび上がる螺鈿と漆の
色彩を表現し、ガラスの透明感や清涼感、漆の温もり、螺鈿の装飾性等それぞれの
素材の良さを最大限に生かしている。また、漆の表面に滑り止め加工を施し、テー
ブルウェアとしての機能性も付加している。
・消費者ニーズに合わせて商品ラインナップの拡充を図るとともに、従来の漆器よ
りも広範なシーンで使用できることから、広く商品ＰＲを行い新たな需要開拓を図
る。

高岡漆器
（鉱工業品）

天野漆器株式会社

10
富山県
南砺市

新しいインテリアファブリック「しけ
シルク」のインテリアシェード・スク
リーン等の製造販売

・南砺市城端では、古くから玉繭（二頭の蚕が一個の繭をつくったもの）から製糸
した玉糸をよこ糸として織ったしけ絹織物が、襖素材などに加工され販売されてき
た。
・しけ絹織物の付加価値向上を図るべく、自然な節と光沢による独特の風合いをそ
のままに、課題であった生地の強度、耐光堅牢度を高め、今までにないインテリア
ファブリック「しけシルク」を開発。
・素材提供及びシェード、スクリーン、パーティション等のインテリア商品の製造
販売により、新たな需要開拓を図る。

織物
（鉱工業品）

株式会社松井機業場
株式会社松文(共同申請者)

11
富山県
高岡市

高岡銅器の現代的着色仕上げ技術を活
かした「インテリア用品および建築部
材」の製造・販売

・高岡銅器の伝統的な着色技法は、銅や真鍮の鋳造品に対して、日本酒や食酢、米
麹、食塩等の自然素材を組み合わせ、８００℃～１，０００℃の高温で焼き、酸化
還元を繰り返すことで様々な模様に発色させるものである。
・同社は、自然素材の代わりに化学薬品等を用いて伝統的な風合いを高い再現性で
発色させる技術を確立し、これまでは熱影響等を受けることから困難とされていた
厚さ１mm以下の圧延板・伸銅品への着色を実現。掛け時計や壁面のアクセントパネ
ル等従来にない用途開発を可能にした。
・インテリア用品、建築部材としての用途開発を進め、各種展示会への出展を通じ
た商品ＰＲを行い、新たな販路開拓を図る。

高岡銅器
（鉱工業品）

有限会社モメンタムファクト
リー・Ｏｒｉｉ

12
石川県
志賀町

能登牛の特性を活かした「能登牛のし
ぐれ煮」及び「能登牛のボロネーゼ」
の開発と販路展開事業

・銘柄牛として県内で評価が高いものの、その希少性から県外では認知度が低い
「能登牛」を全国ブランド化するため、老舗肉屋の職人技「手切り加工」技術を活
用し、同社レストランのレシピにこだわった日持ちのする加工食品の開発に取り組
んだ。
・「能登牛」を使った加工食品であるレトルトパウチ入りの「能登牛のしぐれ煮」
及び「能登牛のボロネーゼ（ミートソース）」は、同社が企画・開発した商品であ
り、他に類似品が存在しない。
・先行して製品化した「能登牛カレー」の販路、当社の能登牛のファン約５千人、
首都圏の食肉卸店網といった既存販路を有効活用するほか、百貨店向けギフト商材
としての販路開拓、ネット販売による販路拡大を推進する。

能登牛
（農林水産物）

寺岡畜産株式会社
株式会社フレッシュ金沢(共同
申請者)
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13
石川県
金沢市

地域初の「能登天然ブリのたたき」、
「能登本マグロのたたき」の商品力向
上と販路拡大

・これまで主に鮮魚として流通していた能登天然ブリ（寒鰤）等を同社独自の「た
たき」製法により加工する事で、付加価値を向上させ消費者へ提供するという地域
初の取り組みである。
・炙りによる加熱加工によって殺菌効果や賞味期限の長期化、余分な脂分の除去に
よるヘルシーさ等が実現した他、生魚特有の魚臭さの低減により、生魚が苦手な人
への訴求効果も有する。
・既存の販路として、自社直営店２店舗、全国の百貨店で開催される年４０～５０
回程度の物産展があり、引き続きこの販路を活用すると共に、新たに百貨店や高級
スーパー、カタログ通販等のギフト市場への参入を推進し更なる販路拡大を図る。

ブリ、マグロ
（農林水産物）

株式会社宮商



事業名 ：安定的に生産でき、細かな粒度率を可能にした飲料･加工食品用
微粉抹茶の製造販売事業

事業概要（新たな活用の視点）

・同社は、大正初期に初代本田安太郎が地元で茶の栽培を

始めたことから事業を開始。その後製茶業に進出、戦後の

高度経済成長による消費拡大と共に当社の碾茶（石臼で挽

いて抹茶にする前の状態）の生産量も順調に拡大している。

・抹茶は通常、碾茶を石臼挽きして製造、飲み方は、従来碗

ごとに立てる方法が主流であったが、消費者ニーズの多様

化が進み、アイスクリーム・ケーキなどのデザートやスイーツ、

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－００９

地域資源名 西尾茶（製茶） 認定日 平成２３年２月２日

地 域 西尾市、吉良町、安城市 所管省庁 農林水産省、経済産業省

所在地：愛知県西尾市上町上屋敷７会社名：株式会社葵製茶

連絡先：ＴＥＬ：０５６３－５７－２５７０
ＦＡＸ：０５６３－５７－４７４７

Ｈ Ｐ ： http://www.aoiseicha.co.jp/

ベーカリー、蕎麦などの加工食品へとその用途が拡大。同

社も従来の茶道用の抹茶の生産量より加工食品用の抹茶

の売上が逆転している状態である。

・同社は独自のノウハウでストレイナー（いわゆる茶漉しのこ

と）が目詰まりしない微細な抹茶を安定的に製造する方法を

開発した。その粒度分布は、平均粒度：１０ミクロン以下／分

布割合：２０ミクロン以下９０％以上という従来品の倍以上の

微細率を実現できた。

地域における関係事業者等との連携
・同社は愛知県茶工業組合理事長を含め、業界団体の活動にも寄与している。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力
・同社のような粒度の微細化を実現している事業者は地域内にはいない。
◆市場性
・現状取引先の生産工程においては、粒度分布が微細品で安定することで目詰まりによるラ
イン停止等によるトラブルが回避でき、生産コストの低減化が図れるといったメリットに加え、
最終製品には色合いや食感のなめらかさが増し、ザラツキ感がないなどの特性をだせるこ
とが大きな要素として競合優位性を高めている。
◆販路
・今後、本商品を戦略商品と位置づけ、食品メーカー・飲料メーカーを中心に新規取引先の
販路開拓を進める。さらに同社では有機茶の生産にも力を入れており、当該商品との相乗
効果で拡販を進めて行く。



事業名：じねんじょ「夢とろろ」を使用したドーナツの製造販売事業

３類型 農林水産物 通巻番号 ４－２２－０１０

地域資源名 自然薯 認定日 平成２３年２月２日

地 域 犬山市、春日井市 所管省庁 農林水産省、経済産業省

所在地：愛知県犬山市大字前原字桜坪１－２会社名：くいもんや源

連絡先：ＴＥＬ：０５６８－６２－３０００
ＦＡＸ：０５６８－６２－３０００

Ｈ Ｐ ： http://www.inuyama-hp.com/yume-tororo/

事業概要（新たな活用の視点）

・同社は、代表者である林泉が昭和５２年に創業、海産物に力を

入れたレストランと地元住民の憩いの場としての喫茶店の２店

を経営。その傍ら、愛知県農業総合試験場で育成されたジネ

ンジョ品種「稲武2号」（愛称“夢とろろ”）の生産及び販売を行い、

個人客に加え、すりおろした自然薯を市内の宿泊施設などへ

販売を拡大。

・林代表は「自然薯を利用しつつも、ワンコイン（¥１００）でも買え 【じねんじょ（夢とろろ）とドーナツ】

る加工食品はないか」と模索する中で、２０年にわたって、自家

製ドーナツを製造し培ったノウハウと自然薯の持つ自然な甘み

と発酵力を生かし、極力、白砂糖とベーキングパウダー（ふくら

し粉）を使用しない製法を目指し、加工方法と使用原料の選定

に試行錯誤を重ね商品化。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・夢とろろを使用したじねんじょドーナツは当地域内では同社

のみであり、価格面でも市販ドーナツと変わらないといった競争力を持つ。

・じねんじょが有する豊富な糖度とαアミラーゼの活性機能を生かし、自然な甘みとふっくらな

食感が特徴。平成２１年に、ＪＡの朝市で発売を開始したところ、またたく間に人気となり、その

後、高速道路のパーキングエリア（右上写真）や「ピピっとあいち（愛知県内の特産品を取り扱

うアンテナショップ）」でも取り扱いが開始。

◆市場性

・手軽に食せるドーナツは市場でも人気のあるスイーツである。また、自然薯など健康に良い食

材などを原料とした食品も安心・安全という消費者ニーズから注目を受けている。

◆販路

・販路としては、百貨店やスーパーなどをメインにインターネットを活用した直販体制も計画。

地域における関係事業者等との連携

・夢とろろは犬山市の特産として売り出し中であり、それを使用した本ドーナツの製造・販売に

ついても、犬山市、犬山商工会議所等と連携しながら進めていく。

【パーキングエリアでの販売風景】



事業名：ＬＥＤチューブライト入り「光る繊維ロープ」の製造販売事業

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１１

地域資源名 三河のロープ・網 認定日 平成２３年２月２日

地 域
豊橋市、豊川市、新城市、蒲郡市、
幡豆町、一色町、吉良町、幸田町、岡崎市

所管省庁 経済産業省

所在地：愛知県蒲郡市形原町西欠ノ上１０会社名：三栄製綱株式会社

連絡先：ＴＥＬ：０５３３－５７－６１３５
ＦＡＸ：０５３３－５７－６１３７

Ｈ Ｐ ：http://www.aichi-biz.com/cat1/112.html

事業概要（新たな活用の視点）

・同社は大正14年の創業以来、蒲郡市形原町において漁業者向け

ロープの製造販売を営んできた。近年、漁業をめぐる環境が厳し

さを増し、陸上で使用できるロープなどの製品にも着手しているが、

高付加価値の製品作りが課題であった。２０年以上前から大手水

産会社や漁業関係者から海中でも「光るロープ」が作れないかと

相談があったが、製品化には至っていなかった。

・そんな中、５年ほど前にラグーナ蒲郡にて装飾用のＬＥＤ照明を目
【光るロ プ】にしたことをきっかけに、ロープの内部にＬＥＤ照明を仕込むことを

発案、約２年の開発期間を経て、製品の完成に至ったのが今回の

対象製品である。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・本製品は、豊橋市のＬＥＤメーカー東洋ライト工業(株)と開発した

強化ロープチューブを使用し、ロープ製造時の破損を防いでいる。

・また用途に応じて光の漏れ具合を調整するためテンションの張り

具合や締め具合などの同社独自のノウハウや工夫がある。

・ＬＥＤ照明を内部に仕込み、発光機能を備えたロープを開発、製造販売するのは、地域内

で同社が初の試みである。

◆市場性

・水中でのガイドロープとしての安全面のニーズだけではなく、陸上でも装飾用での活用

ニーズがある。

◆販路

・平成１９年より、潜水士向けに販売を開始、続いて平成２２年より地元のアミューズメント施

設ラグーナ蒲郡における噴水のイルミネーションとして採用され、評判を得ている。

・今後の販路としては、商社・建設関係者経由での販売が主になるが、他社とのコラボレー

ションの開発を契機にメーカーからの直販体制も築いていく計画である。

地域における関係事業者等との連携

・地域の商工会議所からの技術支援も受けている。

【光るロープ】

【水中での使用例】



事業名：細工の自由度を活かしたデザイン性の高い
瀬戸焼セラミック製スピーカーの製造販売事業

事業概要（新たな活用の視点）

・同社は、瀬戸焼でインテリア雑貨（育てるたまご）を開発し、

市場 からは高評価を得てきた。そのような状況のなか、新

たな付加価値製品として、瀬戸焼セラミックス製スピーカーを

開発した。

・本製品は、瀬戸焼の特徴でもある伝統的なタタラ作りの技法

と瀬戸の粘り気のある陶土を活かすことで、細工の自由度を

活かしたデザイン性の高い製品の製造を可能としており、イ

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１２

地域資源名 瀬戸焼 認定日 平成２３年２月２日

地 域
瀬戸市、豊田市、尾張旭市、
春日井市、名古屋市

所管省庁 経済産業省

所在地：愛知県瀬戸市東松山町７５－１会社名：聖新陶芸株式会社

連絡先：ＴＥＬ：０５６１－８２－７５１７
ＦＡＸ：０５６１－８４－１５２３

Ｈ Ｐ ： http://artkoubou.com/speaker/

活かしたデザイン性の高い製品の製造を可能としており、イ

ンテリアオブジェとしての付加価値的な魅力を持つ製品と

なっている。

・タイプはバスレフ型の普及タイプとバックロードホーン型の

オーディオファン向けタイプの２種類であり、どちらも、セラ

ミックの特性である形状の自由度を活かし、壁面構造や音響

箱内の音道の設計などを実現している。

地域における関係事業者等との連携

・当社は愛知県陶磁器工業協同組合、瀬戸陶磁器工業協同組合組合員であり、スピーカーの

周波数特性に関しては名古屋市工業試験所との繋がりもある。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・従来のスピーカーは木製のものが多く箱鳴りなどの課題もあった

が、本製品は、陶磁器自体の重さなどで共振による箱鳴りがしに

くくなり、スピーカーとしての機能性が高まっている。

◆市場性

・本製品は、ＡＶスピーカーの一種であり、その市場規模は、約２６０億円と推定されている。

現時点では本事業製品は中高級オーディオ機器というジャンルに属する位置づけであるが、

今後、カジュアルオーディオ機器というジャンルの商品分野も期待される。

◆販路

・専門店やＨＰなどでの販売を中心に、海外での販路拡大も目指す。

【ヴァイタル】

【アルファー】



事業名：食事姿勢を正しく保つ「食のための椅子」及び周辺家具の製造販売事業

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１３

地域資源名 飛騨の木製家具 認定日 平成２３年２月２日

地 域 高山市、飛騨市 所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県高山市三福寺町８４７会社名：株式会社木馬舎

連絡先：ＴＥＬ：０５７７－３２－１８００
ＦＡＸ：０５７７－３２－２８００

Ｈ Ｐ ：－

事業概要（新たな活用の視点）

・同社は特注家具を主に２０年来製造を続けてきた。

・平成２１年に神経と姿勢についての研究家である整体師、竹田

裕彦氏（鳥取県）から、高齢者や病人に「誤嚥」の深刻なトラブ

ルに対応する「食のための椅子」作りができないかと依頼があっ

た。今回の対象製品となる「食のための椅子」（製品名：X belt

chair）は、同氏による特許（公開中、特開200-148536）に基づき

デザインを重ねることで完成した椅子である。

・特に実現する際に課題となったのが、ＰＳＩＳ（上後腸骨きょく部）

を的確に押さえ、安定固定させ、理想的な「前かがみ」の姿勢を

造り、保ち、絶え間なく行われる上体の前後運動を楽にさせる

座面のＸベルト箇所である。

・通常の飛騨の木製家具の製造工程ではＸ部の組み合わせが難

しかったが、同社では、飛騨の匠が建築の際に使っていた筋違

い構造「合い掛け」の技術を活用することでその課題を解決した。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・同地域内で高齢者や病人の「誤嚥」の問題に特化した椅子作り

を行っているのは同社のみである。

◆市場性

・高齢化社会にむけての市場は広がるとともに、腰痛もちの一般

にも販路を広げることも計画している。

◆販路

・販路としては、産地問屋経由での販売が主になるが、介護関係の事業者とのコラボレーショ

ンを進め、直販体制も築いていく計画である。

・また、ダイニングセットとしての関連商品展開や機能を絞り込んだ業務用シリーズも展開し、

大口業務用物件の受注を図っていく。

地域における関係事業者等との連携

・岐阜県生活技術研究所による技術支援も受けている。

【 食のための椅子 】

【筋違い構造「合い掛け」 】



事業名 ： 「美山の水栓バルブ」技術を活用した空気混合式高機能
シャワーヘッド等の開発・製造および販売

事業概要（新たな活用の視点）

・同地域は「水栓バルブ」発祥の地として、現在も国内シェア４割

を製造する一大産地である。

・同社は、水栓バルブの金属部品メーカーとして長年蓄積した

流水制御技術、真鍮の切削加工技術および樹脂素材への転

換技術を活用し、「空気混合式」による節水シャワーヘッドを開

発した。

・さらに、平成２２年には、ミックスジェット方式を基盤としたマイク

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１４

地域資源名 美山の水栓バルブ 認定日 平成２３年２月２日

地 域 山県市 所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県山県市日永１０９５会社名：株式会社田中金属製作所

連絡先：ＴＥＬ： ０５８１－５３－２６５３
ＦＡＸ： ０５８１－５３－２６５４

Ｈ Ｐ： http://www.tanakakinzoku.com

ロバブル・ナノバブルを含んだ高機能シャワーヘッドを開発した。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力
・同社の「空気混合式」シャワーヘッドは、本体ノズル部分で特
殊構造（特許取得済）を有しており、優位性を持っている。
・操作性（工事無しで手軽に取り付け）や品質面において差別

化を図っており、大手ガス会社との連携による競争力強化も期
待できる。
◆市場性
・シャワーとしての使用感を損ねず、３割～５割の節水率を実現

しており、水道光熱費を削減したいという市場ニーズにマッチし
ている。
・マイクロバブルは家庭用洗濯機への導入も進み、その付加価
値の効用（洗浄力、殺菌力等）認知度は高まっている。
◆販路
・主な販路としては、ホテル・旅館やスポーツ施設などに加え、
ガス事業者との連携による個人向け販売、さらには建設ラッ
シュが続く中国など東アジアを中心とした海外を市場として見
込む。

地域における関係事業者等との連携
・ 「ぎふ清流国体」のオフィシャルサプライヤーを務める。
・域内樹脂メーカー、ゴムメーカーとの共同開発等を行っている。

【空気混合式節水シャワー

【マイクロナノバブルカルマン】

ヘッド『アリアミスト』】

【アリアミスト原理図】



事業名：軸受製造技術を活用して独自のしなりを持たせた、
毛抜き等のコスメ・美容雑貨シリーズの製造・販売事業

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１５

地域資源名 岐阜県の一般産業用機械 認定日 平成２３年２月２日

地 域 岐阜県全域 所管省庁 経済産業省

所在地：岐阜県郡上市美並町白山５８１－５会社名：有限会社ミサト工業

連絡先：ＴＥＬ：０５７５－７９－３３７２
ＦＡＸ：０５７５－７９－２８４２

Ｈ Ｐ：http://misato-k.net/

事業概要（新たな活用の視点）

・ 同社は、創業以来約４０年にわたって、鍛造加工技術等を

強みに、特殊部品、軸受メタル製造に携わってきた。

・ 平成２１年４月より、下請企業からの脱却を図るため、 自社

製品開発を進め、同年１０月に本事業商品“面キャッチ構造

の毛抜きＮＯＯＫ（ヌーク）”を商品化させた。

・ ＮＯＯＫは、同社が培ってきた軸受製造技術を活用すること

で、独自の“しなり（ばね）”を持たせており、従来の毛抜きの

ように点 なく 面 捉え 確実に毛を抜く 「面キ チ構

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆ 競争力

・「面キャッチ構造」の実現により、従来製品に比べて確実

に毛を捉えて抜くとともに、広範囲につかむこともできる。

・先端は円形に形状加工しており、使用者の肌を傷つける

ことのない安心・安全な設計となっている。
・２００９年GOOD DESIGN AWARD賞を受賞しており、
機能性だけでなくデザイン性でも優位性を持つ。

◆ 市場性
・美容に対してこだわりを持つ層を中心に、機能性、デザイン性 が受け入れられ、WEBセレ
クトショップ等で好評を得ている。

◆ 販路
・従来からのWEBセレクトショップ等での拡販を図るとともに、
美容院、生活雑貨専門店、海外市場等を新規開拓する。

地域における関係事業者等との連携
・岐阜市のデザイン事務所等と連携して事業を推進している。

ように点でなく、面で捉えて確実に毛を抜く、「面キャッチ構

造」を実現している。

・ 本事業計画では、「ＮＯＯＫ」を中心に、同じく軸受製造技術を

活用した美容雑貨「ＫＩＩＲ（眉切りカット）」、「ＳＵＬＬ（爪やすり）」

等を商品化し、シリーズ商品としてブランド化を図る計画である。

【どんな方向からも抜ける構造】

【適度なしなり（ばね）による面キャッチ構造】



事業名：萬金丹の特徴を生かし開発・製造した『伊勢国朝熊岳萬金飴』の
販路拡大事業

３類型 鉱工業品 通巻番号 ４－２２－０１６

地域資源名 萬金丹 認定日 平成２３年２月２日

地 域 伊勢市 所管省庁 農林水産省、経済産業省

所在地：三重県伊勢市朝熊町４３８３－４６９会社名：有限会社パイン・メディテック

連絡先：ＴＥＬ：０５９６－６３－８８３８
ＦＡＸ：０５９６－６３－８８３９

Ｈ Ｐ ： http://www.mankintan.net/

事業概要（新たな活用の視点）

・ 「伊勢国朝熊岳 萬金飴(以下『萬金飴』)」は、伊勢に古くから

伝わる和漢胃腸薬［萬金丹｣に使用されている３種類の和漢

植物(阿仙薬、甘草、桂皮)を配合し、子供からご年配の方ま

で幅広く食せるよう開発された、“のど”と“おなか”にうれし

い、風味豊かな黒飴である。

・三重県内の大学や、菓子製造メーカー等との共同研究の結

果誕生した、伊勢ならではの商品である。

共同申請者：松屋製菓株式会社 所在地：三重県伊勢市御薗町新開３０７－１

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・ヘルスケア的要素を有する飴は、のど飴、口臭予防等、

様々存在するが、萬金飴は６００年の歴史（室町時代の

応永年間）を持つ伊勢萬金丹に着目して開発されたもの。

・伝統薬の生薬をそのまま飴などの食品形態に転用した例は

極めて希少であり、当該地域で食品に活用した例はない。

・伊勢のおはらい町で平成２０年１２月より販売開始。「伊勢らしさがあり、手軽なお土産」と

好評。安定した売り上げを示しており、本事業商品に対する一定のニーズを確認。

◆市場性

・地域資源「萬金丹」の持つ特徴を兼ね備えた商品。伊勢の

お土産好適品として、今後増加する伊勢・志摩地域への入

り込み客をターゲット。その他、のど飴市場に加えて、漢方

市場、健康志向市場もターゲットと捉えている。

◆販路

・伊勢神宮おはらい町、伊勢朝熊山金剛證寺、あざふるさと（明

和町）、鳥羽国際ホテル、鳥羽１番街等を既存販路として活用。

今後は、直売店舗、ホテル、観光地、通信販売等の新規販路開拓への取り組みを強化。

地域における関係事業者等との連携

・三重県農水商工部、伊勢市産業支援センター、伊勢商工会議所、三重県商工会連合会、三

重大学、鈴鹿医療科学大学、岐阜薬科大学等との協力・連携関係を強化しつつ事業を推進。



３類型 通巻番号 ４－２２－０１７

地域資源名 認定日 平成２３年２月２日

地 域 所管省庁

事業名：異素材（ガラス）と漆・螺鈿の組合せによるテーブルウェア商品の開発

事業概要（新たな活用の視点）

・ 高岡漆器の技術による特殊な表面処理を施し、ガラス素材の底

面に螺鈿と漆を加飾した、高級感溢れるワイングラス、酒器、プ
レート等のテーブルウェア商品を地域で初めて開発。
・ 螺鈿と漆を底面に加飾することにより、ガラスを通して浮かび上

がる螺鈿と漆の色彩を表現し、ガラスの透明感や清涼感、漆の温
もり、螺鈿の装飾性等それぞれの素材の良さを最大限に生かして
いる。また、漆の表面に滑り止め加工を施し、テーブルウェアとし

所在地：富山県高岡市波岡２４５会社名：天野漆器株式会社

経済産業省

鉱工業品

高岡漆器

高岡市

【螺鈿技法に用いる貝殻】

連絡先：ＴＥＬ：０７６６－２３－２１５１
FＡＸ：０７６６－２５－６１５０

Ｈ Ｐ：http://www.amanoshikki.com/

ての機能性も付加している。
・ 消費者ニーズに合わせて商品ラインナップの拡充を図るとともに、

従来の漆器よりも広範なシーンで使用できることから、広く商品Ｐ
Ｒを行い新たな需要開拓を図る。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力
・ 他のガラスと漆等を組合せた商品では、表面の加飾を重視して

器の中が見えない物が多い。本商品は、ガラスをはじめそれぞれ
の素材の良さを最大限に生かしており、装飾性に優れ機能性も付
加している。
◆市場性
・ 陶磁器と漆器の市場が大きく減少しているのに対して、卓上用ガ

ラス器具の市場の減少は緩やかであり、中でも高級ガラス製器の
市場規模は約１３０億円で増加傾向にある。
◆販路
・ 既存販路である百貨店での販売に加え、展示会出展等を通じて、

雑貨店や業務用販路を開拓していく。また、地酒メーカーや食品
業者などとも連携して商品ＰＲを行っていく。

地域における関係事業者等との連携

・ 伝統工芸高岡漆器協同組合の理事長を歴任する等、地域の事
業者と連携し、地場産業の発展に貢献している。 【液体を入れた状態】

【ワイングラス底部】

【酒器の一例】



３類型 通巻番号 ４－２２－０１８

地域資源名 認定日 平成２３年２月２日

地 域 所管省庁

事業名：新しいインテリアファブリック「しけシルク」のインテリアシェード・
スクリーン等の製造販売

事業概要（新たな活用の視点）

・南砺市城端では、古くから玉繭（二頭の蚕が一個の繭をつくったも
の）から製糸した玉糸をよこ糸として織ったしけ絹織物が、襖素材
などに加工され販売されてきた。

・しけ絹織物の付加価値向上を図るべく、自然な節と光沢による独
特の風合いをそのままに、課題であった生地の強度、耐光堅牢度
を高め、今までにないインテリアファブリック「しけシルク」 を開発。

・素材提供及びシェード、スクリーン、パーティション等のインテリア

所在地：富山県南砺市城端３３９３会社名：株式会社松井機業場
連絡先：ＴＥＬ：０７６３－６２－１２３０

FＡＸ：０７６３－６２－１２３１

経済産業省

鉱工業品

織物

南砺市

Ｈ Ｐ：http://www.d1.dion.ne.jp/~matui_f/

共同申請者：株式会社松文 所在地：富山県南砺市城端６６７－２

商品の製造販売により、新たな需要開拓を図る。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力
・インテリアファブリックの殆どがポリエステル素材という中で、

天然繊維、天然染色の豊かな味わいと環境機能性を有する
「しけシルク」は、自然志向のこだわり商材として高い競合優
位性を有する。
◆市場性

・近年の住宅着工戸数の減少と相まってインテリア市場も縮
小傾向にあるものの、住宅の洋風化、窓サイズの変化等に
より、従来のカーテン類に代わってシェード・スクリーン類が
シェアを伸ばしており、一定の需要が見込まれる。
◆販路

・インテリア関連の展示会への出展、業界紙、インテリア専門
誌への出稿、ホームページによる事業ＰＲ等幅広い情報発
信を行い、インテリア関連商社、インテリア専門店、建築デ
ザイナー、工務店等の販路開拓を推進する。

地域における関係事業者等との連携

・ 富山県南部絹人繊織物構造改善工業組合の理事を務め、

地元の絹織物産業のリーダーとして業界を牽引し、地域産
業の振興に貢献している。

【ローマンシェード（シャープ）】

【玉繭と玉糸 】

【ローマンシェード（プレーン）】



３類型 通巻番号 ４－２２－０１９

地域資源名 認定日 平成２３年２月２日

地 域 所管省庁

事業名：高岡銅器の現代的着色仕上げ技術を活かした「インテリア用品
および建築部材」の製造・販売

事業概要（新たな活用の視点）

・高岡銅器の伝統的な着色技法は、銅や真鍮の鋳造品に対して、日
本酒や食酢、米麹、食塩等の自然素材を組み合わせ、８００℃～１，
０００℃の高温で焼き、酸化還元を繰り返すことで様々な模様に発
色させるものである。
・同社は、自然素材の代わりに化学薬品等を用いて伝統的な風合い
を高い再現性で発色させる技術を確立し、これまでは熱影響等を
受けることから困難とされていた厚さ１mm以下の圧延板・伸銅品へ

所在地：富山県高岡市長江５３０会社名：有限会社モメンタムファクトリー・Orii

経済産業省

鉱工業品

高岡銅器

高岡市

【伝統的着色の風合い】

連絡先：ＴＥＬ：０７６６－２３－９６８５
FＡＸ：０７６６－２３－９６９６

Ｈ Ｐ：http://www.mf-orii.co.jp/

の着色を実現。掛け時計や壁面のアクセントパネル等従来にない
用途開発を可能にした。
・インテリア用品、建築部材としての用途開発を進め、各種展示会へ
の出展を通じた商品ＰＲを行い、新たな販路開拓を図る。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）

◆競争力

・インテリア用品に用いられる木材やガラス、壁面の建築部材に用い
られる漆器や大理石といった素材に対し、金属の質感に着色によ
る特有の風合いが加わり、斬新性が高く、耐蝕性、耐衝撃性等にも
優れている。
◆市場性

・平成２０年のカジュアルギフト雑貨の市場規模は３．４兆円であり、
平成９年以降増加傾向にある。平成１９年のウォールカバリング
（壁材）の市場規模は、約１，０００億円である。
◆販路

・既に引き合いがある銀座三越等の百貨店販路に加え、全国のセレ
クトショップ、建築設計・デザイン会社の販路を開拓していく。

地域における関係事業者等との連携

・高岡銅器伝統工芸士会、伝統工芸高岡銅器振興協同組合、高岡伝
統産業青年会の役職を担い、高岡銅器の伝統技術・技法の継承、技
術力向上等を通じて伝統工芸の振興に努めている。 【用途の一例（時計）】

【用途の一例（花器）】

【現代的着色の風合い】



事業名：能登牛の特性を活かした「能登牛しぐれ煮」
及び「能登牛ボロネーゼ」の開発と販路展開事業

事業概要（新たな活用の視点）

・銘柄牛として県内で評価が高いものの、その希少性から県外
では認知度が低い「能登牛」を全国ブランド化するため、老舗
肉屋の職人技「手切り加工」技術を活用し、同社レストランのレ
シピにこだわった日持ちのする加工食品の開発に取り組んだ。

・「能登牛」を使った加工食品であるレトルトパウチ入りの「能登
牛のしぐれ煮」及び「能登牛のボロネーゼ（ミートソース）」は、
同社が企画・開発した商品であり、他に類似品が存在しない。

３類型 農林水産物 通巻番号 ４－２２－０２０

地域資源名 能登牛 認定日 平成２３年２月２日

地 域
金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、志賀町、
宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

所管省庁 農林水産省、経済産業省

所在地：石川県羽咋郡志賀町富来領家町イ－３０
Ｈ Ｐ：http://www.notogyu.com

会社名：寺岡畜産株式会社
連絡先：ＴＥＬ：０７６７－４２－２８２９

FＡＸ：０７６７－４２－１２２５
共同申請者：株式会社フレッシュ金沢 所在地：石川県金沢市北袋町モ２６－２

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力
・「能登牛」は、旨味成分のオレイン酸含有率が全国一 という評
価を受けた銘柄牛である。
・国産和牛「能登牛」を１００％使用しており、安全性が高い。

・「手切り加工」技術により、赤身・脂身の部位を絶妙に配合し、
能登牛の旨み・味を凝縮。
・レトルト加工により長期保存が可能。
◆市場性

・しぐれ煮市場は１００億円前後と推定され、またレトルトのボロ
ネーゼ市場は１２０億円という調査結果があり、ともに十分な市
場性を有する。
◆販路

・先行して製品化した「能登牛カレー」の販路、当社の能登牛の
ファン約５千人、首都圏の食肉卸店網といった既存販路を有効
活用するほか、百貨店向けギフト商材としての販路開拓、ネッ
ト販売による販路拡大を推進する。

地域における関係事業者等との連携

・石川県が推進する「能登牛出荷倍増計画」と相互に連携し、相
乗効果を図る。

・北陸新幹線開通で県外からの来客数の増加が見込まれる観光
地のホテル、お土産品取扱い業者等との連携を図る。

【「能登牛」】

【しぐれ煮】

【ボロネーゼ】



事業名：地域初の「能登天然ブリのたたき」、「能登本マグロのたたき」の
商品力向上と販路拡大

事業概要（新たな活用の視点）
・これまで主に鮮魚として流通していた能登天然ブリ（寒鰤）等を
同社独自の「たたき」製法により加工する事で、付加価値を向
上させ消費者へ提供するという地域初の取り組みである。
・炙りによる加熱加工によって殺菌効果や賞味期限の長期化、
余分な脂分の除去によるヘルシーさ等が実現した他、生魚特
有の魚臭さの低減により、生魚が苦手な人への訴求効果も有
する。
約２００ のたたきブロ クを冷凍形態により販売するため 適

３類型 農林水産物 通巻番号 ４－２２－０２１

地域資源名 ブリ、マグロ 認定日 平成２３年２月２日

地 域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、
加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町
宝達志水町、志賀町、穴水町、能登町

所管省庁 農林水産省、経済産業省

所在地：石川県金沢市西金沢２－１６８－１会社名：株式会社宮商

【能登天然鰤のたたき】

連絡先：ＴＥＬ：０７６－２４９－６９８９
FＡＸ：０７６－２４９－７１４２

Ｈ Ｐ：－

・約２００ｇのたたきブロックを冷凍形態により販売するため、適
量を簡単に切り分け、残りも鮮度・旨みを保ったまま保存が可能となった。

売れる商品づくり（競争力、市場性、販路）
◆競争力

・能登半島近海で獲れた天然の寒鰤や本マグロのみを原材料と
する素材優位性と希少性を有している。

・同社独自の前加工処理後、製品化までの工程を全て人の手に
よる「手作りの逸品」として仕上げており、魚の旨味成分が凝
縮されあっさり・さっぱりとした風味を楽しむことができる。
◆市場性

・タタキ加工食品としてブランド力を有している「鰹のたたき」の
市場規模が２００億円程度と推計されるが、ブリやマグロのタタ
キ加工食品にも同程度以上の市場規模があると想定できる。
◆販路

・既存の販路として、自社直営店２店舗、全国の百貨店で開催さ
れる年４０～５０回程度の物産展があり、引き続きこの販路を
活用すると共に、新たに百貨店や高級スーパー、カタログ通販
等のギフト市場への参入を推進し更なる販路拡大を図る。

地域における関係事業者等との連携
・原材料の供給では金沢市中央卸売市場内の仲卸業者と連携。
・物産展開催では、金沢商工会議所からの支援等で連携中。
・新商品開発や成分分析では石川県水産総合センターと連携していく。

【能登天然鰤のたたき】

【JR金沢駅ビル内直営店
「逸味潮屋」】

【能登本マグロのたたき】


