
　　　　　　　　1111－－－－①①①①　　　　支援機関支援機関支援機関支援機関によるによるによるによる産業化資源産業化資源産業化資源産業化資源をををを活用活用活用活用したしたしたした新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの積極的積極的積極的積極的なななな掘掘掘掘りりりり起起起起こしにこしにこしにこしに対対対対するするするする支援支援支援支援((((6666件件件件））））申請者名 市町名 産業化資源 事業名1 いしかわｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ開発協議会代表　堅田　芳弘 野々市市 金沢茶屋街、能登の伝統芸能、加賀の伝統芸能、能登の里山里海、加賀の里山 地元知識人と石川県の恵まれた観光資源及び周辺資源を活用したオリジナルオプショナルツアー（深淵な着地型観光商品）の商品化に関する研究開発2 社団法人石川県情報ｼｽﾃﾑ工業会会長　饗庭　達也 金沢市 文化財、自然の風景地、温泉、その他の観光資源 石川県の観光情報を一元管理する観光クラウド構築に向けた研究会事業3 加賀ジビエ利用推進協議会会長　桂木　夏彦 小松市 加賀の里山、イノシシ イノシシの肉「加賀ジビエ」の開発・販売に関する研究会事業4 加賀茶研究会会長　丸谷　誠慶 加賀市 加賀茶 棒茶の香気成分解明による香りをコアとした商品推進研究会5 かほく市商工会会長　小山　良一 かほく市 組ひも、細幅織物、ねん糸、かさ高加工糸 ゴム入り繊維製品を用いた健康・福祉用具及び介護用品の商品開発調査事業6 珠洲商工会議所会頭 　今井　欽次 珠洲市 能登の里山里海 能登の里山でのじゅんさい栽培・加工の産業化に向けた調査研究

平成平成平成平成２４２４２４２４年度活性化年度活性化年度活性化年度活性化ファンドファンドファンドファンド事業助成金事業助成金事業助成金事業助成金　　　　採択一覧採択一覧採択一覧採択一覧((((65656565件件件件））））
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申請者名 市町名 産業化資源 事業名1 株式会社アトラス代表取締役　松多　義彰 小松市 珠洲の塩 熱中症対策・アスリート向け「能登・珠洲の塩サプリ」開発・販売事業2 有限会社アライウエビング代表取締役　荒井　衛 かほく市 細幅織物 次世代ファスナー「ツインナー」の商品開発及び販路開拓事業3 伊野正峰株式会社代表取締役　伊野　正満 能美市 九谷焼 「花坂陶石を活用した白九（SHI-RO-CK）の新ブランド化」と「白九の技術とデザインを応用した新型ワインカップ等の商品開発と販路開拓事業」4 有限会社エフ・エム・シー代表取締役　鹿野　朋之 白山市 木質ペレット 木質ペレットを燃料とするペレットストーブの排熱を利用した融雪システムの開発及び販売事業5 加賀種食品工業株式会社代表取締役　日根野　幸子 金沢市 石川米、和菓子 "もち米製もなか皮（最中種）”を使用したアイスモナカの販売展開6 加賀木材株式会社代表取締役　増江　誠一 金沢市 スギ 県産スギを原材料とした国内唯一の不燃合板（不燃・準不燃）の改良・販路開拓事業7 株式会社加賀屋ゼネラルフーヅ代表取締役　渡辺　崇嗣 七尾市 和倉温泉、ブリ、いしる 和倉温泉加賀屋「與吉郎印」食品ブランド構築企画、並びに販売展開事業8 株式会社金沢豆冨代表取締役　道越　克彦 金沢市 加賀野菜、能登野菜 四季折々の加賀野菜・能登野菜を活用した「金澤彦次郎ひろず（仮称）」の試作開発と販路拡大9 カネナカ食品工業株式会社代表取締役　中橋　昇三 小松市 加賀野菜、能登野菜 『漬からない漬物で野菜が好きになる』～通電過熱技術を活用したサラダ食感漬物商品の研究開発及び販路開拓事業～10 株式会社錦山窯代表取締役　吉田　幸央 小松市 九谷焼 和菓子の木型と九谷焼のコラボによる新商品開発・販売展開事業11 小松製瓦株式会社代表取締役　池田　利明 小松市 小松瓦 洋風瓦フレア用太陽光支持瓦の製造販売展開事業12 株式会社小松プロセス代表取締役　松浦　宏明 能美市 ニット生地 ３次元繊維と再帰反射カラー画像を活用した情報提供性と視線誘導性を兼ね備えたコンクリート構造物の新たなる展開13 コマテックス株式会社代表取締役　細川　昭一 小松市 化合繊織物 小松ジャガード織物をスポーツウエア生地に使おう14 三伸樹脂工業株式会社代表取締役　丸田　研一 羽咋市 山中漆器、清酒 日本初「漆の王冠」15 株式会社シコー代表取締役　大島　弘基 白山市 ニット生地 院内感染予防に効果的な医療用ポリエステルニットウェアの開発

　　　　　　　　1111----②②②②----1111　　　　中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに対対対対            する            する            する            する支援支援支援支援((((30303030件件件件））））
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申請者名 市町名 産業化資源 事業名　　　　　　　　1111----②②②②----1111　　　　中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに対対対対            する            する            する            する支援支援支援支援((((30303030件件件件））））16 宗玄酒造株式会社代表取締役　徳力　暁 珠洲市 清酒 トンネル貯蔵酒（低温熟成酒）の開発販売展開事業17 タキサン製菓株式会社代表取締役　瀧口　正男 小松市 加賀野菜、加賀友禅、加賀水引細工など 小松の菓子工場の挑戦　金沢での高級宿泊施設と一体となった菓子ブランド「古都美」（ことみ）の展開18 佃食品株式会社代表取締役　佃　一成 金沢市 加賀野菜、加賀料理 加賀野菜を旬の時期だけでなく１年を通して食べたい！！加賀野菜を使用した長期保存可能な商品開発と販路開拓事業19 藤八屋代表　塩士　正英 輪島市 輪島塗 技術の融合による「NEW　WAVE」ブランド展開事業20 永江建具製作所代表　永江　榮毅 七尾市 田鶴浜建具 能登間伐木材と田鶴浜建具技術を応用した創造性を高める積み木の開発販売21 有限会社奈加川代表取締役　中川　憲太郎 野々市市 加賀野菜、ひがし茶屋街 県内初！加賀野菜の『味・色・瑞々しさ』を残した蜜菓子等の販売22 有限会社能作うるし店代表取締役　岡　裕之 金沢市 金沢漆器 高性能ナノ漆の改良及び販路拡大事業23 能登まいもん堂代表　木倉　裕 金沢市 能登豚 能登豚の加工品の製造（ソーセージ、ベーコン）と商品化と販売展開事業24 蓮だより代表　川端　崇文 金沢市 加賀野菜（加賀れんこん） れんこん農家で食べられていた『加賀蓮根チップス』などの商品化事業25 馬場化学工業株式会社代表取締役　馬場　貢 金沢市 珪藻土 能登産珪藻土を活用したデザイン性に富む吸水性マットの開発及び販売拡大事業26 株式会社ぶどうの木代表取締役　本　昌康 金沢市 石川米 玄米のチカラで、働く女性に「おいしい、きれい」を届けたい！　＝石川県産玄米を使った新ブランド展開＝27 株式会社ホリ乳業代表取締役　堀　初治 金沢市 乳製品、石川米 新しい機能性を持ったヨーグルトの商品化、及び販路開拓事業28 本谷事業株式会社代表取締役　本谷　達弥 金沢市 金時草、清酒 高級料亭山乃尾の味をこめた治部煮鍋を開発し、手軽なランチユース需要とギフト市場を開拓する29 輪島漆器商工業協同組合理事長　塩安　眞一 輪島市 輪島塗 未来生活に求められる、魅力ある輪島塗の商品開発及び販路開拓事業　-パール漆による彩りある健康生活のためのテーブルウェア開発-30 輪島塗ぬり工房楽LaQue代表　引持　力雄 輪島市 輪島塗 経年変化で素地の風合いが変化する練乾漆酒器の商品化3



申請者名 市町名 産業化資源 事業名1 青木クッキングスクール代表　青木　悦子 金沢市 加賀野菜、能登牛、堅豆富等 長町武家屋敷跡発、郷土料理研究家青木悦子ブランド「石川のじわもん燻製」開発・製造・販売事業2 株式会社イーグル技術研究所代表取締役　岩下　信正 金沢市 和紙 地球にやさしい和紙レザーハイブリッド新素材（特許取得済）の製造と商品の開発・販売3 漆工芸大下香仙工房代表　大下　元行 加賀市 山中漆器 山中塗の蒔絵技術を活用した、３次元的形状・素材によるファッション・アクセサリー・小物の商品開発及び販路拡大4 エイジデザイン代表　稲垣　揚平 金沢市 九谷焼、珪藻土 デザイナーがプロデュースする、感性価値あふれるテーブルウェアの開発5 欧風食堂エピス代表　小山　康成 七尾市 魚の糠漬け 『こんかいわしのバーニャカウダー』の品質向上および販路開拓事業6 有限会社角知漆器店代表取締役　角　八重子 輪島市 輪島塗 中国・台湾向け現地適合型新輪島塗商品の制作及び販売7 有限会社サカモトアートシステム代表取締役　坂本　晃志 能美市 加賀丸いも、白山の伏流水 能美市（辰口産）のゆず、遣水観音霊水（やりみずかんのんれいすい）、加賀丸いも、薬膳スパイスを使用した「体にやさしい健康志向のレトルトカレー」の開発8 櫻井産業株式会社代表取締役　櫻井　憲 かほく市 組紐 蓄光性ゴムと組紐の技術を活用した暗闇で光る「発光性伸縮紐」の開発・販路開拓事業9 定池　隆志 金沢市 金沢仏壇、桐工芸 日本古来の漆と桐の特徴を生かした宝箱「hanahako」シリーズの商品開発と販路開拓事業10 ビストロウールー代表　久田　康博 野々市市 秋星 県ブランド品種「秋星」を使ったリンゴバターの開発と販路開拓事業11 ふらり代表　高木　啓介 白山市 白山国立公園、手取峡谷、白山比咩神社、加賀の里山 白山麓の恵みを満喫する『少人数でお宿ごと貸し切りプラン』の開発とプロモーション12 有限会社森本金網製作所代表取締役　森本　陽介 中能登町 細幅織物 日本の省エネを支える"１６ミクロン極細線”による金網製造～太陽電池用電極印刷資材金網の開発・製造～13 吉田漆器工房代表　吉田　啓一 輪島市 輪島塗 Newブランド、輪島塗「ICHIMATSU」の商品開発と販路拡大事業

　　　　　　　　1111----②②②②----2222　　　　中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる全国全国全国全国・・・・海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに対対対対するするするする            支援            支援            支援            支援（（（（小規模企業枠小規模企業枠小規模企業枠小規模企業枠））））((((13131313件件件件））））
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申請者名 市町名 産業化資源 事業名1 株式会社浅野太鼓楽器店代表取締役　浅野　昭利 白山市 太鼓 北米での「太鼓の里」構想の展開事業～北米仕様として開発した和太鼓の販売とメンテナンス事業、太鼓教室の展開～2 株式会社イスルギ代表取締役　石動　信明 金沢市 珪藻土 「能登珪藻土」と「こだわりの炭」を素材にした高機能性インテリア3 海外展開グループ代表　田村　龍司 能美市 九谷焼 「メイド・イン・アジア」の陶磁器　中国ナンバーワンブランド「景徳鎮陶磁器」と日本のトップブランド「九谷焼」のコラボレーションによる商品開発・販路開拓4 数馬酒造株式会社代表取締役　数馬　嘉一郎 能登町 清酒 奥能登の「地酒」の海外向け新ブランドの開発および海外販路開拓事業5 株式会社五彩代表取締役　嶋﨑　信之 能美市 九谷焼 九谷焼オブジェ商品の海外販路展開事業6 株式会社竹中代表取締役　竹中　俊介 加賀市 山中漆器 アメリカの大人が欲しがる弁当箱「TAKENAKA]の開発・販路開拓事業7 直源醤油株式会社代表取締役　直江　茂行 金沢市 大野醤油、白山の伏流水 中国市場を狙った大野醤油の輸出用新商品開発と海外販路開拓事業8 株式会社宮商代表取締役　宮元　敏夫 金沢市 能登本マグロ、天然ブリ、能登活たこ、甘エビ、能登えび、鯛、真たら、揚げ浜塩 能登本まぐろ、天然ぶり等のたたき製品と県産水産物の昆布〆の海外市場向けパッケージ及び製品改良と販路開拓
　　　　　　　　1111----③③③③　　　　産地産地産地産地・・・・地域地域地域地域としてのとしてのとしてのとしての産業化資源産業化資源産業化資源産業化資源のののの魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする支援支援支援支援((((1111件件件件））））申請者名 市町名 産業化資源 事業名1 小松中華組合組合長　前田　俊夫 小松市 小松塩焼きそば ご当地グルメ「小松塩焼きそば」を活用した地域おこしイベントへの参加事業と女性にやさしい「β-グルカン入り塩焼きそば」新メニューの商品開発と販路拡大

　　　　　　　　1111----②②②②----3333　　　　中小企業中小企業中小企業中小企業によるによるによるによる海外市場海外市場海外市場海外市場をををを狙狙狙狙ったったったった産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等産業化資源活用新商品等のののの開発開発開発開発・・・・事業化事業化事業化事業化にににに対対対対するするするする支支支支援援援援            （            （            （            （海外展開支援枠海外展開支援枠海外展開支援枠海外展開支援枠））））((((8888件件件件））））
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　　　　　　　　2222----①①①①----1111　　　　農商工連携 農商工連携 農商工連携 農商工連携 ： ： ： ： 新新新新しいしいしいしい食品加工食品加工食品加工食品加工ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル構築支援事業構築支援事業構築支援事業構築支援事業((((2222件件件件））））申請者名 市町名 連携体 事業名1 日本醗酵化成株式会社代表取締役　藤野　裕之 珠洲市 農業生産法人アジア農業(株) 能登の里山に育まれた有機大麦を使った「こだわりの麦焼酎」を開発する事業2 株式会社ヤマト代表取締役　笹野　好伸 能登町 (有)日の出大敷、(有)中漁業部 料理が面倒な小魚（小あじ、イワシなど）を三枚おろしでフィレ加工　　　　　　　　2222----①①①①----2222　　　　農商工連携 農商工連携 農商工連携 農商工連携 ： ： ： ： 農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの一次加工施設等整備支援事業一次加工施設等整備支援事業一次加工施設等整備支援事業一次加工施設等整備支援事業((((1111件件件件））））申請者名 市町名 連携体 事業名1 株式会社中国医食研究所代表取締役　河内　孝徳 金沢市 (株)中国医食研究所ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｵ部、協和工業(株) 烏骨鶏発酵システムによる未利用資源の有効活用　　　　　　　　2222----②②②②　　　　農商工連携 農商工連携 農商工連携 農商工連携 ： ： ： ： 農業参入農業参入農業参入農業参入によるビジネスによるビジネスによるビジネスによるビジネス構築支援事業構築支援事業構築支援事業構築支援事業((((2222件件件件））））申請者名 市町名 参入年度 事業名1 浅田建設株式会社代表取締役　浅田　隆治 金沢市 平成22年7月 いちじく・柿等の生産・加工・販売による農業ビジネス参入2 金剛建設株式会社代表取締役　金岡　久夫 金沢市 平成22年12月 加工用野菜等新たな販売ﾁｬﾝﾈﾙの確立による農業ビジネスモデルの構築事業　　　　　　　　3333----①①①①　　　　医商工連携 医商工連携 医商工連携 医商工連携 ： ： ： ： 新商品開発新商品開発新商品開発新商品開発・・・・健康健康健康健康サービスサービスサービスサービス創出支援事業創出支援事業創出支援事業創出支援事業((((2222件件件件））））申請者名 市町名 連携体 事業名1 有限会社かよう亭代表取締役　上口　昌徳 加賀市 北陸体力科学研究所、やわたメディカルセンター、山中温泉医療センター 山中温泉アンチエイジング・トリップ～旅を科学し、免疫力をアップし、健康増進を図る宿泊プランの開発～2 山屋産業株式会社代表取締役　小村　喜隆 津幡町 金沢医科大学 睡眠時無呼吸症候群の症状改善に向けた頸部パッドの開発
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