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資源の
種類

1
みやまの物語
協議会

開発
長浜市木之本町杉野2702

0749-84-0015
松本長治

地域資源「伊吹山、横山岳」を活
用した　山里宿泊体験型ツアー
の開発事業

長浜地区の長治庵、いぶきファーム、ロハス長浜が連携して、山
里の資源を活かした3事業を行う。①体験型宿泊ツアー、②山餅
やジャム等の商品開発、③山里の暮らしを女将が発信するブロ
グを開設。これにより観光客を誘致し、地域を活性化する。

観光資源

2
株式会社パレッ
ト

開発
大津市皇子が丘3-3-23

077-525-1231
前田省三

地域資源「環境こだわり農産物
（果物）」を活用した　和テイスト洋
菓子ギフト商品の開発事業

昨年、滋賀県産果実を用いた1次加工品を開発した。今回、それ
を使った2次加工品（個包装で一口サイズの焼き菓子）ラインナッ
プを揃える。これにより、ローカルブランドとしての自社特性を際
立たせ、イメージの定着を図る旗艦商品に育てる。

農林水産物

3
株式会社ヒロセ
ホールディング
ス

開発
愛知郡愛荘町市1705-1

0749-42-4657
廣瀬裕規

地域資源「朝宮茶、近江米、滋賀
の地酒」を活用した　シャンプー・
トリートメントの開発事業

米ぬかは美白効果と保湿効果がある。酒粕は頭皮にハリを持た
せ髪に潤いを与える。朝宮茶は消臭作用と抗酸化作用が期待で
きる。これら3種の効果を組み合わせて、皮膚や髪に優しく美容
師の手荒れ防止にも役立つ業務用のヘアコスメを開発する。

農林水産物

4 たきもの島原 開発
湖南市下田3349-7

090-8232-0949
社博之

地域資源「環境こだわり農産物
（さつまいも）」を活用した　丸ごと
熟成焼き干し芋の開発事業

当社は、収穫後に貯蔵熟成したさつま芋を製造工程でも熟成さ
せることで、しっとり感と粘り感を出して、味を凝縮させているの
が特徴である。今回、珍しいハロウインスイートと紫芋を原料とす
る、独自性と競争力を備えた商品を開発する。

農林水産物

5
合同会社あお
ばなファーム

開発
草津市芦浦町69-1

06-6121-6311
門田浩明

地域資源「あおばな」を活用した
サプリメント製品を改良するため
の栽培方法開発事業

あおばなを水耕栽培すると、血糖値抑制効果のあるサプリメント
成分を高濃度で安定化できる。今回、スケールアップ実験を行
い、年間を通じた高濃度の安定栽培を科学的に証明することで、
『機能性野菜あおばな』として多種多様な商品化を目指す。

農林水産物

6
丸三ハシモト株
式会社

開発
長浜市木之本町木ノ本1049

0749-82-2167
橋本英宗

地域資源「和楽器糸」を活用した
世界最高品質シルク素材弦と絹
の音色に近い化学繊維弦の開発
事業

世界最高の製糸会社に当社が求める究極の生糸を作ってもら
い、それを活かす製法を開発して、これまでにない最高級の絹絃
を製造する。また、細い化学繊維を寄せ集めて絹の音色に近付
けることで、耐久性と音色を兼ね備えた新しい弦を開発する。

鉱工業品

7
ツジコー株式会
社

開発
甲賀市水口町北脇1750-1

0748-62-2233
辻昭久

地域資源「電子機器」を活用した
植物工場用LED照明器具の開発
事業

医療用薬草栽培には高圧ナトリウムランプが使用されてきたが、
これに代わる照明器具として、大光量、低コスト、長寿命なLED
照明器具を開発する。光学・電気・筐体・放熱設計が重要で、光
量性能、安全性確保、寿命4万時間を目指す。

鉱工業品

8
ひこね繊維協同
組合

開発
彦根市大東町2-41
土川昭ビル
0749-22-4772

宮脇國雄
地域資源「彦根ファンデーション」
を活用した　トランスジェンダー向
け下着の試作開発事業

従来の男性用下着、女性用下着とは根本的にコンセプトが異な
るトランスジェンダー向けの下着を開発します。身体は男性でも
心は女性、身体は女性でも心は男性、という方々の心と身体に
寄り添い、気に入っていただけるデザインを目指します。

鉱工業品

9
リードテクノ株
式会社

開発
大津市瀬田大江町横谷1-5
龍谷大学REC202B
077-543-7819

早野修二
地域資源「プラスチック製品」を活
用した　軽量薄型圧電スピーカー
の開発事業

当社が開発した圧電音響素子を用いて、モバイル機器の無線ス
ピーカーを開発する。軽量・薄型、低消費電力、低価格が特徴
で、モバイル機器では実現できない音量と音質を手軽に楽しめ
る。国内だけでなく中国にも市場展開する。

鉱工業品

10
近江化成工業
株式会社

開発
東近江市宮荘町511

0748-48-4461
小林清

地域資源「プラスチック製品」を活
用した　次世代の介護用寝具と
クッションの開発事業

予防から軽度の床ずれまでの被介護者に特化した、床ずれ防止
マットレスの開発を行う。対象を絞り、流通業者を介さずに流通さ
せることで、大手メーカーと差別化をはかり、これまでの介護寝
具市場にはないビジネスモデルを展開する。

鉱工業品
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11 株式会社清原 開発
守山市古高町477-15

077-582-2388
清原大晶

地域資源「布帛・ニット縫製品」を
活用した　和ばら染め服飾雑貨
の開発事業

守山のばらの中でも世界で唯一の「和ばら」から抽出された染料
を用いた服飾雑貨を開発する。独特の色合いと香りが特徴で、
守山市の「ふくさ」と「和ばら」をコラボさせた新たなブランド
「IKUENI（いくえに）」を確立させ、事業の柱としたい。

鉱工業品

12
株式会社ACTY
Power

開発
栗東市下鈎543-2

077-535-9073
国松利和

地域資源「医療健康機器」を活用
した　大腿骨転子部骨折用インプ
ラントの試作開発事業

高齢者は大腿骨を骨折することが多く、もろくなった骨の内部を
固定する材料の開発が必要である。医師からもらったデータを基
に、手術を容易にする専用工具と強度に優れた固定材が開発で
きたので、今後、医療機器として薬事認可取得を目指す。

鉱工業品

13 株式会社林与 開発
愛知郡愛荘町東円堂1770

0749-42-3245
林与志雄

地域資源「湖東麻織物（近江上
布）」を活用した　広幅絣織物の
開発事業

着物向けの近江上布を、アパレルやインテリアに使えるよう、広
幅に織った商品を開発している。既に、横糸密度が低いストール
やワンピースを開発した。3年目の今回は本麻（ラミー100％）素
材を高密度に織り、オートクチュール用素材を開発する。

鉱工業品

14
株式会社ライダ
ス

開発
販路

大津市大萱1-9-7

077-507-5575
井上寿

地域資源「琵琶湖、東海道、中山
道」を活用した　スポーツ自転車
で巡る観光コースの開発・販路開
拓事業

滋賀県の由緒ある遺跡や施設をピックアップし、サイクリングに
仕立ててガイドする「近江の原風景を感じる旅」の観光コースを
開発する。同時に、高画素カメラで顧客の自然な姿を撮影して販
売することで、新たな魅力を引き出し、観光客を誘致する。

観光資源

15
比良比叡トレイ
ル協議会

開発
販路

大津市浜大津4-1-1

090-7095-9630
小川隆

地域資源「比叡山、比良暮雪、雄
琴温泉」を活用した　比良比叡ト
レイル観光コースの開発・販路開
拓事業

比叡山と比良山地の山稜を結ぶ道を「比良比叡トレイル」と
名付け、眼下に琵琶湖の絶景を見る50kmの観光コースを整
備する。この素晴らしい歴史と風景の道を発信するwebツー
ルを開発して、観光客を誘致し地元の発展につなげる。

観光資源

16
滋賀県漁業協
同組合連合青
年会

開発
販路

大津市におの浜4-4-23

077-524-2418
中村清作

地域資源「琵琶湖産魚介類」を活
用した　ニゴイやフナ類の高品質
神経締め商品の開発・販路開拓
事業

ニゴイやフナ類などの琵琶湖産魚介類が持つ本当の美味しさ
を、産地から遠く離れた消費地でも味わって欲しい。そこで、獲る
時期や漁獲後の処理に厳しい基準を設け、品質にこだわった新
商品を開発し、展示会や催事に出展して試験販売する。

農林水産物

17
有限会社とも栄
菓舗

開発
販路

高島市安曇川町田中43-1

0740-32-0842
西沢勝治

地域資源「アドベリー」を活用した
新たな滋賀の土産菓子開発・販
路開拓事業

次世代のとも栄を担うブランド73（ナナサン）を立ち上げます。昨
年は、アドベリー餡と一緒に食べるスティック「SOU」と、寒天にア
ドベリー風味を閉じ込めた「MIO」を開発しました。今後、アイテム
を更に増やし、HPや販促ツールを充実させます。

農林水産物

18
浪乃音酒造株
式会社

開発
販路

大津市本堅田1-7-16

077-573-0002
中井孝

地域資源「滋賀の地酒」を活用し
た　海外向け新酒の開発・販路開
拓事業

親日的で距離が近い台湾市場に参入して事業拡大するため、深
い味わいと香りを持つ浪乃音と、仰木の野菜や果物から作られ
る酵素を浪乃音とブレンドした新しいリキュールを開発する。パッ
ケージデザインを一新し、独自のルートで台湾に進出する。

鉱工業品

19
近江麦酒株式
会社

開発
販路

大津市本堅田3-24-37

080-1436-5282
山下友大

地域資源「長浜のビール」を活用
した　クラフトビールの開発・販路
開拓事業

滋賀の素材（アドベリー、ゆず、レモン、近江米、近江の茶など）
を活かしたクラフトビールのレシピ開発を行い、滋賀県を代表す
る魅力的な商品に育てる。一般の地ビールより小規模な醸造方
法なので、バラエティーに富んだビールを製造できる。

鉱工業品

20
株式会社麻絲
商会

開発
販路

東近江市佐生町338

0748-42-2112
福坂壽夫

地域資源「湖東麻織物」を活用し
た　抗菌性を付与した中綿および
綿製品の開発・販路開拓事業

麻綿に抗菌性を付与した中綿を開発して特許を取得した。その
中綿を使った寝装品やインテリア商品だけでなく、麻の持つナ
チュラル感・触り心地の良さ・清涼感を活かした様々な新商品を
開発するとともに、新たな販売チャンネルを開拓する。

鉱工業品
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21 株式会社山正
開発
販路

長浜市内保町238-2

0749-74-0330
押谷小助

地域資源「伊吹もぐさ」を活用した
安全安心で使い易いお灸の開
発・販路開拓事業

龍谷大学と共同でもぐさと温灸器の開発を行い、もぐさの量と密
度を一定にコントロールすることで、お灸の際のもぐさの燃焼管
理が容易になった。今後、この技術を工業化し、施術所にPRして
活用を促すことで、温灸器市場の底上げを目指す。

鉱工業品

22
株式会社昭和
バルブ製作所

開発
彦根市小泉町155-9

0749-22-4659
中川哲

地域資源「彦根バルブ」を活用し
た　繊維質流体や粉体に適した
バルブの開発・販路開拓事業

流体制御を幅広く手掛ける当社が、繊維質流体や粉体に適した
バルブを開発し自社で供給可能とする。これにより、顧客が使用
するバルブの大部分を自社で賄うことが可能となり、顧客の利便
性が増すとともに、自社も事業拡大できる。

鉱工業品

23
一般社団法人
比良里山クラブ

販路
大津市横木2-25-12

077-527-2833
三浦美香

地域資源「環境こだわり農産物
（しそ）」を活用した　海外向け赤
シソジュースの販路開拓事業

海外の富裕層に向けた、ストレートタイプの赤シソジュースを開
発した。程よい甘みとさわやかな酸味、国産材料の採用、有効成
分ロズマリン酸の高い含有量が特徴であり、これらを印刷物や
WebサイトでPRするとともに、試飲即売会を開催する。

農林水産物

24
湖香六根（うか
ろっこん）

販路
東近江市五個荘川並町713

080-3271-1123
杉本宏樹

地域資源「ビワマス、近江の茶、
環境こだわり農産物」を活用した
新商品の販路開拓事業

冷燻したビワマスに四季折々の野菜ピクルスと近江の茶葉味噌
をまぶし、琵琶湖の宝石を現した『びわますかるぱっちょ』を開発
した。琵琶湖固有種の希少さを盛り込んでブランディングし、いま
までにない目新しさで県内外へ販路開拓を進める。

農林水産物

25
明山陶業株式
会社

販路
甲賀市信楽町長野1055-1

0748-82-0278
石野伸也

地域資源「信楽焼」を活用した
子育て世代を楽しむ新商品の販
路開拓事業

ライフスタイルにこだわりを持つ子育て世代をターゲットとして、
陶器アイテム（倒れにくい花入れ、片手でも掬いやすい器など）を
8点開発した。これらを「codomono」ブランドとして、WebやSNSで
の動画広告プロモーションを進めて販路開拓する。

鉱工業品

26
日本黒鉛工業
株式会社

販路
大津市唐橋町9-22

077-537-2098
渡邊頼光

地域資源「炭素・黒鉛製品」を活
用した　黒鉛粉末と高機能塗料
の販路開拓事業

電池の導電助剤として、黒鉛を微細化・薄片化した商品を開発し
た。これにより、電気抵抗を下げ、放電容量を増やし、起電力を
向上できる。開発した商品を、国内・海外の展示会に出展し、電
気自動車の電池市場に向けた販路開拓に取り組む。

鉱工業品


