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　平素は、滋賀県産業支援プラザの事業に格別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申
しあげます。
　さて、当プラザでは滋賀県の特徴のある地域資源の活用と地域経済の活性化を目指
した取組みの中で、「しが新事業応援ファンド助成金交付事業」の運用を平成 20 年度
から実施しています。この事業は、農林水産物、鉱工業品または鉱工業品の生産に係
る技術、文化財や景勝地等地域の観光資源など、滋賀県の地域資源を活用して行う新
たな商品やサ－ビスの開発への取組みを、初期の段階から支援することにより、新事
業創出とともに地域のブランド力の向上を目指しています。
　本事業につきましては、運用開始から約 8年が経過し、これまで累計で 304 件の採
択を行い、そのうち 190 件（142 社）の事業が終了しています。また、平成平成 27 年
度（平成 28 年 3 月末）までに販売開始に至った事業者数は 88 社で、事業化達成比率
は 62％、これまでの累積販売額は約 20 億円となっており、著しい成果が出ています。
　国際経済および TPP 動向への注視は必要ですが、国内景気は外国人旅行客の増加に
より旅行・観光分野において回復基調が見られ、生産動向にも持ち直しの動きが見ら
れます。雇用情勢については一部に厳しさが残るものの、有効求人倍率の改善がみら
れるなど、新事業や商品開発などにチャレンジするには順風が吹いています。
　このような中で、滋賀県内の中小企業の皆さまに当事業をご活用いただくため平成
23 年から「事業実施事例集」を作成し、これまでに 4回発行してきました。今回は 5
回目として、平成 26 年度から 28 年度に採択された事業者様を掲載することにいたし
ました。この事例集が、今後新たな商品やサービスの開発に対する取組みの参考とし
て役立てていただければ幸いです。
　最後になりましたが、当事例集の作成にご協力いただきました事業者の方々に厚く
お礼申し上げます。

はじめに

平成 28 年 11 月
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
理事長　田口　𡧃一郎
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しが新事業応援ファンドの概要  　しが新事業応援ファンドの概要

この事業は下記の金融機関等の協力によりファンドを組成し、その運用益で助成するものです。
　   ●株式会社滋賀銀行　  　●株式会社関西アーバン銀行　  　               ●滋賀中央信用金庫　  　●湖東信用金庫
　   ●長浜信用金庫　　         ●独立行政法人中小企業基盤整備機構　     ●滋賀県

　　－　　２　　－
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農林水産物（25社）
■ 笑Coっ娘くらぶ Ｐ４
■ ㈱ひこね新開館 Ｐ５
■ ㈱やまじょう Ｐ６
■ ㈲さくや Ｐ７
■ 琵琶水産㈲ Ｐ８
■ 神保真珠商店 Ｐ９
■ ㈱千成亭 Ｐ１０
■ ㈱Do.ベガHOME Ｐ１１
■ enSeisui(えんせんすい) Ｐ１２
■ ㈱清原織物 Ｐ１３
■ ㈱ひらつか建築 Ｐ１４
■ ㈱木馬 Ｐ１５
■ ㈱マンアップ Ｐ１６
■ Blink Leather Works Ｐ１７
■ ㈱福月 Ｐ１８
■ ㈱滋賀のええもんや Ｐ１９
■ PIA㈱ Ｐ２０
■ ㈱植杢 Ｐ２１
■ 栗東総合産業㈱ Ｐ２２
■ 丸松木材㈱ Ｐ２３
■ 奥永源寺資源活性化の会 Ｐ２４
■ 横山フードテクノ Ｐ２５
■ ㈱アンデケン Ｐ２６
■ スリールパティシエオガワ Ｐ２７
■ 東近江市 地域おこし協力隊 Ｐ２８

鉱工業品又は鉱工業品の生産に
係る技術（３４社）

■ 艸方窯（そうほうがま） Ｐ２９
■ ㈱渡邊美術工藝 Ｐ３０
■ ㈱イマック Ｐ３１
■ ㈲ヴァンテック Ｐ３２
■ ㈲和晃プラスチック Ｐ３３
■ ㈱丸九製陶所 Ｐ３４
■ 田中建材㈱ Ｐ３５
■ Oral Bio Design㈱ Ｐ３６

■ 廣瀬バルブ工業㈱ Ｐ３７
■ 美成産業㈱ Ｐ３８
■ ㈲リバーフィールド Ｐ３９
■ ㈱メディカルフロント Ｐ４０
■ スマック㈱ Ｐ４１
■ ㈱山崎 Ｐ４２
■ ハヤシムセン Ｐ４３
■ 中川木工芸　比良工房 Ｐ４４
■ ㈱杉岡織布 Ｐ４５
■ 長岡産業㈱ Ｐ４６
■ ㈱アオヤマエコシステム Ｐ４７
■ ㈲成子紙工房 Ｐ４８
■ ㈱清水鐵工所 Ｐ４９
■ ㈲小川顕三陶房 Ｐ５０
■ ㈱秋山商会 Ｐ５１
■ ㈱古川与助商店 Ｐ５２
■ 琵琶湖底泥資源化グループ Ｐ５３
■ 日本アドバンストアグリ㈱ Ｐ５４
■ 前出産業㈱ Ｐ５５
■ ㈱清原 Ｐ５６
■ ㈱アイティプランツ Ｐ５７
■ 日本黒鉛工業㈱ Ｐ５８
■ 暮らしラボ Ｐ５９
■ 滋賀麻工業㈱ Ｐ６０
■ ㈱近畿予防医学研究所 Ｐ６１
■ ㈱Local Development Ｐ６２

文化財、自然の景勝地、温泉
その他の地域の観光資源（２社）

■ 谷口印刷㈱ Ｐ６３
■ NPO法人　五環生活 Ｐ６４

※ 希望された採択事業者のみ掲載しています

目　次

［ファンドロゴマーク］についてのお知らせ
しが新事業応援ファンド助成金交付事業のロゴ
マークを作成しました。
しが新事業応援ファンド助成金事業に採択され
開発された商品やそのカタログ等に付けること
もできます。
詳細は滋賀県産業支援プラザのファンド担当者
にお問い合わせください。



平成２６年度第１回採択事業 農林水産物（たで）

　<野洲市>

　笑Ｃｏっ娘くらぶ 
　地域資源「たで」を活用した
　即席麺の開発事業

　　〒520-2331　滋賀県野洲市小篠原2111-6
　　TEL　077-587-0761　　FAX　077-587-0761

「たで」の特徴を活かし、野洲のお土産になり、町おこしにつながる商品を開発した

　「たで食う虫も好き好き」で知られる「たで」は、ピリッとした辛みが特徴の日本の伝統的なハーブで

ある。たでの辛み成分ポリゴジアールは食欲増進や毒素を消す働きもあり、特に野洲市内では祭り

に「たで寿司」が奉納されるなど、古来より珍重される伝統食材である。笑Ｃｏっ娘くらぶはたでを独自

栽培し、「たでの生麺（うどん）」を開発・販売しているが、持ち帰りができる手軽な商品を開発する。

　ペースト状のたでを練りこんだ即席麺は、こしがあり、ほんのりとした渋みが心地良く、年配者に人

気があるようだ。現在、観光施設、飲食店、ゴルフ場売店、ホテルレストランの食材として販売中。

平成２８年９月から、生姜スープ、桜エビ入り、のラインアップを拡充し、販売中。

　< 連携等>

 株式会社井筒屋、日本緑茶株式会社、野洲市観光物産協会、野洲市商工会など

　●代表者　　　 坂口 陽子　 ●平成２７年４月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 　  
　●事業内容　　食品の生産加工と販売　　　

　　　　　－　０４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

開発商品「たでめん」

上：店舗

右：クラブメンバー
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平成２６年度第２回採択事業 農林水産物（彦根梨、環境こだわり農産物アスパラガス）

　<彦根市>

 株式会社　ひこね新開館
地域資源「環境こだわり農産物アスパラガス」
「彦根梨」を活用した新商品開発事業

　　〒521-1135　滋賀県彦根市新海町2191
　　TEL　0749-43-6611　　FAX　0749-20-9268
　　URL  http://www.as-paradise.net/

地域の特産品（梨とアスパラガス）を用いて、珍しいソフトクリームを提供する

　年齢層が高くなり人口が減ってきた農家に活力を与え、彦根の農業を活性化したいという強い思い

から、平成２５年に「あすぱらだいすしんがい」をオープンした。農産物の規格外品を活用し、地域に

密着した商品を開発したいという思いから、彦根梨とアスパラガスを用いたソフトクリームを開発した。

　彦根梨は糖度が高いのが特徴であり、アスパラガスは栄養分と風味が特徴である。それぞれ、

特徴を活かし、他ではほとんど販売されていない珍しい商品に仕上がった。試作品を来店客に試食し

てもらってアンケートを実施したところ、良好な評価を得たので販売を開始した。その後、派生商品と

して塩トマトソフト、ブルーベリーソフトを開発し、期間限定商品として販売中。

　●代表者　　　 代表取締役　梅村 和夫　 ●平成２７年５月から販売中

　●担当者 　 　 青木 喜彦

　●資本金　　　 １，２００万円　  
　●事業内容　　農産物の加工・販売

　　　　　－　０５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

店舗内の様子 ソフトクリーム材料の

アスパラガスと彦根梨

自社社屋
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平成２６年度第２回採択事業 農林水産物（近江牛、ビワマス、近江の伝統野菜）

　<湖南市>

　株式会社　やまじょう
　地域資源「近江牛」「ビワマス」
　「近江の伝統野菜」を活用した
　近江味噌漬けの開発・販路開拓事業

　　〒520-3201　滋賀県湖南市下田3335
　　TEL　0748－75－1151　　FAX　0748－75－1192
　　URL  http://www.yamajou.co.jp/

新たなブランド作りを目指し、滋賀の特色ある農林水産物の味噌漬けを開発した

　当社は近江野菜を中心とした近江漬物の製造を行い、自社直営小売店「山上」3店舗とともに、近江 

の旬を全国に届けている。創業当初は味噌製造業だったこと、野菜だけでなく肉や魚にも適用したい

ことから、味噌漬けの新たなブランドを作ることにした。滋賀の地域資源を最高級の味噌漬へと変身さ

せるため、滋賀県産の九重味噌と近江米のこうじを使用し、味噌にこだわった開発を行った。

　開発した近江牛、ビワマス、下田なすの味噌漬けを「武宗」ブランドで販売するとともに、新商品の

ラインアップを拡充した。当商品は贈答用に使っていただくことが多く、「素材の旨み、甘みが十分に

引き出され、やわらかく美味で、滋賀の名物が一つ増えた」、とお客様から高評価をいただいている。

　●代表者　　　 代表取締役　上西宗市 　●平成２７年２月から販売中

　●担当者 　 　 総務課　喜多一朗

　●資本金　　　　４，５００万円　 　  
　●事業内容　　漬物製造販売　　

　　　　　－　７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

山上本店内覧

冬の地漬10品

近江味噌漬 各種

開発商品

近江牛味噌漬

ビワマス味噌漬

近江味噌漬パッケージ

近江味噌漬
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平成２７年度第１回採択事業 農林水産物（近江米）

　<長浜市>

　有限会社　さくや
　地域資源「近江米」を活用した
　レトルトカレーの開発事業

    〒526-0059　滋賀県長浜市元浜町15-2
    TEL　0749-65-6733　　FAX　0749-65-6733
    URL  http://gifu-sakuya.info/

お土産食品として、ルウに米粉を使った地産地消のレトルトカレーを開発する

　当社は、これまでに惣菜店や喫茶店で「その場でいただける食品づくり」にこだわってきた。惣菜は

ロスが多いので、保存期間が長く、大量に生産できる商品が必要だった。そこで、近江米を活用し、

ルウに米粉を使ったレトルトカレーを開発することにした。レトルトカレーは滋賀県のお土産食品として

も効果的と考えた。

　米粉の使用量を増やすため、小麦粉未使用のカレールウを自社開発した。その後、開発したルウを

用いた様々なレシピを考案し、試食会にて、色、辛さ、とろみ、味付け（コクなど）の評価を実施した。

その結果、試食会参加者１００名（１０歳未満～６０歳代）に好評であり、レトルトカレーを開発できた。

　< 連携等>

農業生産法人 エコ農業ニシサカ

　●代表者　　　 代表取締役　中野 直美　 ●平成２９年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 取締役　埜本 慶太郎

　●資本金　　　 ５，０００万円　  
　●事業内容　　飲食店の経営

　　　　　－　０７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

長浜支社

原材料は「夢みらい」の米粉を使用
米粉のカレールウ

レトルトカレーの盛り付け例
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平成２７年度第１回、２８年度第２回採択事業 農林水産物（琵琶湖産鮎、ビワマス）

　<高島市>

　琵琶水産  有限会社

　地域資源「琵琶湖産鮎、ビワマス」
　を活用した試作開発事業

    〒520-1604　滋賀県高島市今津町浜分612-4
    TEL　0740-22-9022　　FAX　0740-22-9023
    URL  http://www.biwasuisan.co.jp

滋賀の伝統的湖魚、鮎・ビワマスを用いて、骨まで食べられる煮魚を提供する

　滋賀の伝統的湖魚は販売減少傾向にあり、新たな付加価値を付けることで競争力を付けたい。

そこで、鮎やビワマスを使用した「骨までたべられる煮魚」を開発することにした。通常の加工方法で

は「固い」「食べにくい」などの佃煮離れの傾向を変えるため、新たな装置をリースして開発を進めた。

　試作ロットによって、圧力値や適切な加熱加圧時間が変動し、食感や骨の柔らかさ・風味が変わる

ことがわかった。これを安定化するのに苦労したが、鮎商品はほぼ完成できた。試作品の味や食感

を評価した結果、一般的な商品と比較して良好だった。現在、取引先企業にサンプル提供して、評価

を依頼している。また、平成２８年度は、ビワマスの商品開発を開始した。

　●代表者　　　 代表取締役　阪田嘉治　 ●平成２９年１月頃から販売開始予定

　●担当者 　 　 阪田嘉仁

　●資本金　　　 １，０００万円　  
　●事業内容　　水産物の加工・惣菜製造

　　　　　－　０８　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

製品圧力釜

上：琵琶水産玄関

右：琵琶水産加工場

商品イメージ
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平成２７年度第１回採択事業 農林水産物（ビワパール）

　<大津市>

　神保真珠商店 
　地域資源「ビワパール」を活用した
　アクセサリー及び雑貨の
　新商品開発事業

    〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-28
 　    　　 　　　　第弐ワークスワン2Ｆ
    TEL　077-523-1254　　FAX　077-523-1045
    URL  http://jinbo-pearls.jp

ビワパールの美しい部分を強調して、シンプルで上質なアクセサリーを提案

　かっては輸出ジュエリーの花形だったが、今はあまり知られていない「びわ湖真珠」を、多くの人に

知ってもらうこと、また全盛期と比べ激減したびわ湖真珠を、ひとつでも多く世に送り出したいという

思いから、傷や照りの弱い部分があって商品にできなかった真珠に、新たな付加価値を付けて商品

化しようと思い、今回の開発を開始した。

　びわ湖真珠には核を入れない無核真珠があり、傷や照りの弱い部分を取り除き、美しい部分だけ

を見せることで、年輪のような断面の面白さや、真珠の曲面とカットされた平面との対比で構成された

新しいコンセプトの真珠を作り出すことができた。

　●代表者　　　 伊吹　敏明　 ●平成２８年８月より販売開始

　●担当者 　 　 杉山　知子

　●資本金　　　 　  
　●事業内容　　びわ湖真珠のアクセサリー小売業　　　

　　　　　－　０９　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

展示会での様子

県庁前自社店舗

パッケージ
開発商品

上：新商品

左：ビワパール
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平成２７年度第１回（開発・販路）採択事業 農林水産物（近江牛）

　<彦根市>

　株式会社　千成亭
　地域資源「近江牛」を活用した
　生ハム類の新商品開発・販路開拓事業
　

    〒522-0041　滋賀県彦根市平田町808番地
    TEL　0749-26-2299　　FAX　0749-24-3422
    URL  http://www.sennaritei.co.jp/

良好な食感と適度な保存性を有する近江牛の生ハムを開発した

　豚肉を使用した生ハムはあるが、近江牛肉を使用した生ハムは殆どない。滋賀県には全国にその

名を知られた「近江牛」という特産品があり、これを使用して生ハム類の製造を行うことにした。

　豚肉の生ハムと同様の食感を維持し、しかも、適度の保存性を確保することに苦労した。開発当初

は硬すぎたり、かびが生えたりしたが、試行錯誤を繰り返して試作品を完成できた。

　お客さんに試食してもらった結果、生ハムとして十分食べられる、との評価を受けたが、近江牛の

仕入価格が高騰し、製造原価が高くなりすぎたので販売開始には至っていない。現在、商業ベース

に乗せるため、近江牛の中でも比較的低価格な部位を使用した試作品の開発を試みている。

　●代表者　　　 代表取締役社長　上田 健一郎　 ●平成３０年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 生産支援チームマネージャー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口 滋　  
　●資本金　　　 ４，５００万円　  

　●事業内容　　近江牛、近江牛加工品、

　　　　　　　　　 　自家製ハム・ソーセージ製造販売

　　　　　－　１０　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

コッパ

下：近江牛生ハム

生サラミ

自社社屋
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平成２７年度第２回採択事業 農林水産物（琵琶湖産魚介類（ニゴイ））

　<草津市>

株式会社 Ｄｏ.ベガＨＯＭＥ
　地域資源「琵琶湖産魚介類（ニゴイ）」
　を活用した飼料の開発事業

    〒525-0032 滋賀県草津市大路1-1-1
       　　　　　　　エルティくさつ4Ｆ　A-3
    TEL　090-1907-7252　　FAX　077-551-1803

ニゴイの豊富なカルシウムを有効活用して、飼料や肥料として提供する

　沖縄のマンゴー農家から肥料の提供依頼があり、ニゴイの豊富なカルシウムに着目して、肥料だけ

でなく飼料にも活用できる商品の開発を目指した。ニゴイは小骨が多く、捕獲してもリリースしている

魚なので、漁協にとっても新たな収入源となる。

　水揚げした魚をそのままの状態で粉砕して加工する。短時間で加工できるので、製造コストを抑制

できる。沖縄の養豚場で試作品を飼料として与えたところ、良好な評価を得た。現在、成分調査を

実施し、販売準備を進めている。商品だけでなく、短時間で粉砕可能な技術に興味を持つ事業者も

あるので、更なる技術の深耕を目指す。

　< 連携等>

白井工業株式会社

　●代表者　　　 代表取締役社長　西村 純代 ●平成２８年１１月から販売開始予定

　●担当者 　 　 西村 信之

　●資本金　　　 ２００万円　  
　●事業内容　　卸売業（沖縄産農産物の販売）

　　　 　　　　　　　飼料・土壌改良材の製造販売

　　　　　－　１１　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

粉砕機に投入

粉砕機

ニゴイ
上：粉砕

右：ニゴイ飼料

作業場
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平成２７年度第２回採択事業 農林水産物（環境こだわり農産物）

　<草津市>

　ｅｎＳｅｉｓｕｉ
　地域資源「環境こだわり農産物（お茶など）」
　を活用した　美肌石けんの
　試作開発事業

    〒525-0055　滋賀県草津市野路町1267-2
    TEL　077-563-1549　　FAX　077-563-1549

緑茶の美肌成分と乳清の保湿成分を配合した、環境と肌にやさしい石けんを提供

　１９７９年に制定された琵琶湖富栄養化防止条例以降、合成洗剤をやめて石けんを使おうという

「琵琶湖石けん運動」は、今も続く水環境問題である。私は１０数年間、市民活動として環境学習を

絡めた石けん指導を行ってきた。その活動の一環として、朝宮茶と乳清（チーズを作る際の副産物）

を活用した、環境にやさしく、肌にもやさしい石けんの試作開発を行った。

　試作品を製作して泡の機能性評価を行い、きめ細かくしっとりする泡の追及を行った。水環境に

配慮して素材を選定し、緑茶の美肌成分と乳清の保湿成分を有効活用した商品ができ上がった。

今後は、商品ラインナップを揃える。

　< 連携等>

滋賀県工業技術総合センター、片木古香園、(有)古株牧場

　●代表者　　　 杉江 香代子　 ●平成２８年１１月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　   
　●事業内容　　石けん開発・販売・講師

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　－　１２　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

展示会 攪拌

茶畑

試作品
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平成２７年度第２回採択事業 農林水産物（守山メロン）

　<守山市>

　株式会社　清原織物
　地域資源「守山メロン」を活用した
　新商品開発事業

    〒524-0011　滋賀県守山市今市町136-1
    TEL　077-583-5711　　FAX　077-582-1522
    URL  http://www.kiyoharaorimono.jp/

自社社屋

守山メロン独特の落ち着きのある渋い色味をもった絹の小物雑貨を提供する

　当社は、劇場や体育館向けの緞帳や、つづれ織り製品の製造販売を行ってきた。守山地域に長い

歴史をもつ事業所でありながら、地域に密着したモノづくりが出来ていなかった。そこで、既存の草木

染めの技術を生かし、地元に密着した守山メロンを原料とした商品を開発し、地域貢献を目指した。

　守山メロンの茎と葉を活用した草木染の絹糸を用いて小物雑貨を試作し、平成２８年４月から販売

を開始したＳＯＨＡＣＨＩブランドのラインアップに加えた。独特の落ち着きのある色味になり、高評価を

得ている。また、メロンが草木染めの原料に使えるという意外性、話題性は宣伝効果もあり、メディア

にも取り上げられた。

　< 連携等>

ＪＡおうみ、守山市物産協会、びわこ放送

　●代表者　　　 代表取締役　清原 憲治郎　 　●平成２８年１２月より販売開始予定

　●担当者 　 　 専務取締役　清原 聖司

　●資本金　　　 ２，４００万円　  
　●事業内容　　つづれ織り製品の製造・販売

　　　　　－　１３　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

織り行程
のり付け

試作品

－  13  －

農
林
水
産
物



平成２７年度第２回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業 農林水産物（びわ湖材）

　<多賀町>

　株式会社　ひらつか建築
　地域資源「びわ湖材」を活用した
　オリジナル木製品の
　開発・販路開拓事業

    〒522-0341　滋賀県犬上郡多賀町多賀1835-1
    TEL　0749-48-7575　　FAX　0749-48-7576
    URL  https://hiratsuka-k.jp

杉や桧の柔らかさと優しい手触りにマッチしたデザインのオリジナル木製品を提供

　県内に豊富にあるびわ湖材を原料にして、人々の暮らしに新たな魅力を提案する椅子やテーブル、

オリジナル木製品を提供することで地域産業の活性化を図りたい。地域の伝統文化である「ベンガラ」

や伝統技術である「指物の技術」を積極的に取り入れ、文化と技術の保存と継承を強く意識した。

　杉や桧など針葉樹独特の柔らかさと、優しい手触りにマッチしたデザインが高評価を得ている。伝統

の形や色を表現したシリーズは、県外や海外でより高い評価を得ており、個人ユースのみならず企業

や店舗での需要も見込まれる。開発商品をもとにオーダー製作の依頼が増加してきた。今後、更なる

ラインアップの拡充と新たな付加価値の追求を図り、販売を拡大する。

　< 連携等>

木工所（彦根市・多賀町）、外部デザイナー

　●代表者　　　 代表取締役　平塚 一弘 ●平成２８年１０月から販売中

　●担当者 　 　 営業　田中 茂

　●資本金　　　 １，０００万円　  
　●事業内容　　一般建設業、二級建築士事務所

　　　　　　　　　　 宅地建物取引業

　　　　　　　　　　　（木造注文住宅の設計・施工）

　　　　　 　　　　　オリジナル家具・木製品の

　　　　　 　　　　　企画開発、製造、販売

　　　　　－　１４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

社屋・山之神スタジオ
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平成２３年度第２回、平成２７年度第２回採択事業 農林水産物（北之庄菜）

　<近江八幡市>

　　株式会社　木馬
　地域資源 近江八幡「北之庄菜」の
　ブランド展開プロジェクト

　　〒523-0893　滋賀県近江八幡市桜宮町213-3
　　TEL　0748-33-1234　　FAX　0748-33-1235
　　URL   http://hisagozushi.com/ 上：北之庄風景

右：北の庄菜

近江八幡伝統野菜「北之庄菜」の糠発酵漬けを２次加工した調味惣菜のブランド化

　　近江八幡の水郷地帯で丹精込めて作られる伝統野菜「北之庄菜」は、かぶらの品種でありながら

　大根のような形と濃厚な旨味、複雑な味わいを持つ。この酸っぱい北之庄菜漬けを細かく刻んで、

　独特のレシピで調合し、昔ながらの漬物の良さと香りを残しつつ食べやすい惣菜を開発してブランド

　化を図ることとした。

　　事業実績としては、コリコリ・パリパリとした食感、辛味・旨味にほのかな苦みの北之庄菜漬けとし

　て、プレ－ンタイプ、近江八幡赤蒟蒻入りの２種類を試作した。また、ブランド化を図るため包装デザ

　インも格調高いものを作成した。市場でのアンケ－トも好評で、前倒し終了し販売に移行した。

　< 連携等>

 北之庄郷の里、沖島漁業協同組合、近江八幡市商工会議所、県東近江農業農村振興センターなど

試作品＆提案レシピ

漬け込み状態

　　　先行試作品

　●代表者　　　 代表取締役　川西 昇　 　●平成２４年６月から販売中

　●担当者 　 　 取締役       川西 豪志

　●資本金　　　 1000万円  　　  
　●事業内容　　飲食業（寿し・日本料理を中心と　　　

　　　　　　　　　　 した店内飲食・仕出しおよび持ち　

　　　　　　　　　　 帰り商品を販売する 「ひさご寿し

　　　　　　　　　　 」、自家製麺のうどん・そばを提

　　　　　　　　　　 供する「蓬味庵」の運営）

　　　　　－　１５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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平成２７年度第２回（開発・販路）採択事業 農林水産物（近江米）

　<大津市>

　株式会社　マンアップ
　地域資源「近江米」を活用した
　マスクパック化粧品の
　開発・販路開拓事業

    〒520-0044　滋賀県大津市京町4丁目5-23
　    　　　　　　　　フォレスト京町ビル5F
    TEL　077-524-9220　　FAX　077-525-2084
    URL  http://www.man-up.co.jp/

 特Ａ米「みずかがみ」の米ぬかエキスを配合した美容フェイスパックを提供

　当社は海外化粧品の輸入販売を行ってきたが、円安進行に起因する収益悪化に対応するため、

日本国内での企画・製造・販売に事業をシフトし、国内外の販路拡大と事業基盤の強化を図った。

　平成27年度「食味ランキング」で滋賀県初の特Ａを獲得した「みずかがみ」の米ぬかから抽出した

エキスを配合し、品質にこだわった美容フェイスパックを開発した。古くから優れた美肌成分として

知られる米ぬかエキスの美容液が肌の奥まで浸透し、みずみずしくツヤのある健康美肌へと導く。

　県内の宿泊施設・道の駅・SA売店など新たな販路で販売を開始した。更に、みずかがみコスメ

シリーズとして、洗顔石鹸、オールインワンゲル、基礎化粧品などのラインナップを充実させている。

　< 連携等>

ＪＡ、酒造会社、おごと温泉協会

　●代表者　　　 代表取締役　宇野 晴久　 ●平成２８年２月から販売中

　●担当者 　 　 輸入販売事業部　陰居 ゆうか

　●資本金　　　 ２，０００万円　  
　●事業内容　　化粧品販売事業

　　　　　　　 　　　人材サービス事業

　　　　　　　 　　　セールスプロモーション支援事業

　　　　　　 　　　　ロジスティクス事業

　　 　　　　　　　　保育託児事業

　　　　　－　１６　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

みずかがみコスメ

展示会出展

左：自社社屋

下：近江米の収穫
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（近江牛）

　<大津市>

 Ｂｌｉｎｋ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｗｏｒｋｓ
　地域資源「近江牛」を活用した
　皮革製品の開発事業

    〒520-2265 滋賀県大津市大石富川1-12-23
    TEL　090-4905-4805
    URL  http://blinkleatherworks.jp/

近江牛皮の特徴を活かした、バッグや小物雑貨などの皮革製品を開発する

　国産の牛革は「しわ」や「きず」が多く、装飾品には殆ど使用されていない。当社は、これまでの皮革

製造で得た技術を活用し、革製品に加工するのが難しいとされてきた、近江牛を活用した製品を開発

し、やわらかく、「しわ」や「きず」を風合いとして活用した、独自性のある製品を販売する。

　近江牛皮は、輸入原皮に比べて油が多く、その油を確実に取り除くことが一番の課題だった。革の

鞣しを研究している機関やタンナーを探し、ようやく理想に近い革に仕上げることができた。ここで得

た牛革に、自社が得意とする染色技術や縫製技術を用いて、ビジネスバッグ、トートバッグ、財布や

名刺入れなどの小物雑貨を開発する。

　●代表者　　　 田中貴司 　●平成２９年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ３００万円　  
　●事業内容　　皮革製品製造・販売

　　　　　－　１７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

加工風景

近江牛を

使用した

皮革製品

自社社屋
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（アドベリー）

　<高島市>

　株式会社　福月
　地域資源「アドベリー」を活用した
　新商品開発事業

　　〒520-1213　滋賀県高島市安曇川町五番領140-1
　　TEL　0740-32-4001　　FAX　0740-32-3550
　　URL  http://www.fukuzuki.com

アドベリーの葉・つる・根を活用し、健康志向に適したお茶を開発する

　高島市特産のアドベリーは、すでにブランド化に成功しているが、果実利用商品（ジャム、ケーキ、

クッキー、チョコレート、餅　など）以外の活用例はない。また、アドベリーは、生活習慣病や発がん

などの予防に効果的な成分を多く含んでおり、果実以外の部分を効果的に活用することで、様々な

商品展開が期待できる。そこで、今回、健康志向に適したお茶を開発することにした。

　現在、試作品ができあがり、試飲およびアンケートを行って、より質の高い商品作りを行っている。

この商品によりアドベリーの価値を高め、ブランディングの向上を目指した取り組みを行うことで、

地場産業強化の一助を担う。

　< 連携等>

滋賀大学、立命館大学の学生（販売戦略、パッケージデザインなど）

　●代表者　　　 代表取締役　福井 さち子　 ●平成２９年８月より販売開始予定

　●担当者 　 　 専務取締役　福井 雅之

　●資本金　　　 １，０００万円　  
　●事業内容　　弁当給食、仕出し料理、一般飲食店、

　　　　　　　　 　　イベント食、会合食、業者発注食、　　　

　　　　　　　 　　　アドベリー事業　など

　　　　　　 　　　　食品の生産加工と販売

　　　　　－　１８　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

社 屋

既存商品

アドベリーの果実

アドベリーの葉・つる・根からお茶を開発左：アドベリーの果実
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平成２４年度第１回、平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（草津メロン）

　<大津市>

株式会社 滋賀のええもんや
　地域資源「草津メロン」を活用した
　製菓原料としての1次加工品と
　それを利用した新たな土産物
　の開発事業

　　〒520-0813　滋賀県大津市丸の内町4-46
　　TEL　090-2194-1666　　FAX　077-522-5080
　　URL   http://www.oishiga.com/moo/

規格外で投棄される草津メロンを有効活用した製菓用・料理用の新商品を開発

　当社は滋賀に格別の愛着があり、滋賀の地産地消を促進するため、生産農家と新商品の検討を重

ねてきた。その結果、草津メロン生産量の30％が規格外として投棄処分されている現状に着目し、

規格外品を買い上げて加工品を開発することで、新たな販路を見出すことにした。

　高級メロンの製菓原料は極めて稀である。商品としては、焼き菓子用途の粉末品、料理原料にも使

えるピューレ品の2つを検討している。粉末品は、糖度の高い草津メロンを如何に粉末化できるかが

課題である。また、粉末やピューレを使った、スープ、ゼリー、ドレッシングなども検討している。これら

の商品ラインナップを拡充することで、生産農家の収入安定化と地域経済の活性化に寄与したい。

　< 連携等>

草津メロン生産組合、ＪＡ草津市、滋賀県立湖南農業高校、株式会社いのうえ

　　　

　●代表者　　　 代表取締役　井上 修司　 　●平成２９年４月頃より販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ３００万円  　　  
　●事業内容　　ダイニングＭＯＯの運営　　

　　　　　　　　　　 ステーキＭＯＯの運営

　　　　　　　　　　 地産地消の推進

　　　　　　　　　　 地産地消商品の開発

　　　　　－　１９　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

メロンポタージュ

カプチーノ風

メロンピューレ メロン粉末 メロンFD乾燥

自社店舗
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（環境こだわり農産物のアスパラガス）

　<野洲市>

　PIA　株式会社

　地域資源「環境こだわり農産物の
　アスパラガス」を用いた、従来収穫
　できない時期に収穫可能とする
　サービスの開発事業

　　〒520-2415　滋賀県野洲市須原225番地
　　TEL　077-598-5939　　FAX　077-589-5199　
　　URL   http://www.kitanobo@arrow.ocn.ne.jp/

　冬眠アスパラ事業を通じて、園芸療法農業と自立支援農業を目指す

　アスパラガスは、日本国内では10月中旬から1月中旬まで収穫できない。国内で収穫できない時期

に収穫できるようにするため、アスパラガスの根株を冬眠させ、発芽時期を制御する技術を開発した。

また、社会福祉法人は自らの手で推進できる事業を望んでおり、それに応えるため、現在、施設から

出る有機廃棄物を使って有機野菜を栽培する循環型農業を実践している。

　アスパラガスを収穫できない時期に収穫可能とすることで、年寄りや身体障害者でも実行できる農

業を確立する。有機栽培の根株を購入・冷凍し、解凍発芽と収穫育成を実験中である。また、暗室で

ホワイトアスパラガスを栽培し、LED光を照射してグリ－ンアスパラガスにすることも検討中である。

　< 連携等>

社会福祉法人　市原寮　根活力アグリ研究所

　●代表者　　　 代表取締役　高岡　伸行　 　●事業実施中

　●担当者 　 　 北ノ坊　純一

　●資本金　　　 １００万円　  
　●事業内容　　根活力アグリ発酵システムを利用した

　　　　　 　　　　　循環有機農業、農業コンサルタント

　　　　　－　20　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

発酵養土システムを利用したアスパラガス栽培

実験施設
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（びわ湖材）

　<高島市>

　株式会社　植杢
　地域資源「びわ湖材」を活用した
　癒しの空間ビオトープ開発事業

　　〒520-1535　滋賀県高島市新旭町熊野本984-2
　　TEL　0740-25-3046　　FAX　0740-25-4494
　　URL   http://www.uemoku.com

保育園で全国展開している「めだかの学校」を改良して、新たな市場を創造する

　植杢は江戸時代末期に創業し、造園工事業・公共工事を中心とする事業を行ってきた。事業拡大と

して「癒しの空間づくり」事業を行い、保育業界では屋内ビオトープ「めだかの学校」の開発をきっかけ

に業界ニーズに応える形で、ユニットビオトープ・現場施工ビオトープに展開し、現在は総合庭園整備

にまで発展し、北海道から沖縄まで多くの施工実績を有する。

　これらの成功を踏まえ、これまで培ってきた開発力・施工体制・全国ネットワークを活用し、新たな業

界で新たな市場創造を目指す。ホテル・レストラン業界、インテリア・家具業界、エコ・環境分野など、

多種多様な分野で市場ニーズを探り、各種展示会に出展して商品改良を重ね、事業化する。

　●代表者　　　 代表取締役　上田 誠 ●平成２８年秋～平成２９年に展示会出展後商品化

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ２，０００万円　  
　●事業内容　　造園工事業、土木工事、

　　　　　　　　　 　ガーデニング、ビオトープ事業、　　　

　　　　　 　　　　　幼児環境整備事業

　　　　　－　２１　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

当社が施工したメタセコイア並木
社 屋

既存商品：各種ビオトープと施工例

安心・安全、施工実績数日本一の園庭整備
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（近江米）

　<栗東市>

　栗東総合産業 株式会社

　地域資源「近江米」を活用した
　競走馬向け敷料開発事業

    〒520-3036　滋賀県栗東市十里244番地
    TEL　077-552-1711　　FAX　077-553-4710
    URL  http://www.ritto.co.jp/

近江米の稲わらを競走馬向け敷料として開発し、地域経済の活性化を目指す

　国内有数の競走馬育成施設である栗東トレーニングセンターでは、毎年稲わら敷料の入荷数が

減少しており、困っている。一方で、米農家は価格の下落や後継者不足等の課題を抱えており、

収入を増やしたい。そこで、稲わらを敷料として有効利用することで、これらの課題を解決する。

　近江米の稲わらを、適当なサイズに切断・圧縮後、梱包して栗東トレーニングセンターに発送する、

これらの総合的な仕組を開発し、安定した供給体制を構築することで、当社の経営体質を強化でき、

米作農家に新たな収入源を確保できる。将来的には、稲わらを域内で循環させる仕組作りを目指す

ことで、地域経済の活性化を目指す。

　< 連携等>

ＪＲＡファシリティーズ株式会社、栗東市農業協同組合

　●代表者　　　 代表取締役　井之口 二三雄　 ●平成２９年秋から販売予定

　●担当者 　 　 営業部次長　髙野 秀樹

　●資本金　　　 ２，０００万円　  
　●事業内容　　廃棄物処理、浄化槽工事、

　　　　　　　　　 　廃棄物処理施設運転管理、

　　　　　　　　　 　浚渫工事、土木建設工事、

　　　　　　　 　　　暗渠管内検査・止水工事、

　　　　　　　　 　　排水管更正（ライニング工事）、
　　　　　　　 　　　貯水槽清掃管理、害虫駆除

　　　　　－　２２　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

稲わら圧縮・結束 加工工程

自社社屋
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（びわ湖材）

　<彦根市>

　丸松木材　株式会社

　地域資源「びわ湖材」を活用した
　オリジナルカロム開発事業

    〒522-0007　滋賀県彦根市古沢町646
    TEL　0749-22-5535　　FAX　0749-26-3079
    URL  http://marumatsu-mokuzai.co.jp/

デザインを一新したオリジナルカロムを試作開発し、広告宣伝ＥＸＰＯに出展した

　カロムは木製のボードゲームで、パックと呼ばれるコマを指で弾いて、盤面の四隅にある開いた穴

に落としていき、勝敗を争う、おはじきとビリヤードを足したような遊びである。彦根市周辺では昔から

親しまれているカロムゲームを、新たなデザインで製作し、従来にはないオリジナルデザインのカロム

（戦国、サッカー、害虫退治、収穫祭、パイレーツ、ワールドカーなど）開発を行った。

　試作品を、東京ビッグサイトで開催された「広告宣伝EXPO」に出展したところ、全国の企業の広報、

マーケティング担当者、広告代理店などから、開発のヒントになる多くの意見をもらうことができ、企業

や自治体が行うイベント等で、使用の可能性を見出すことができた。

　●代表者　　　 松田 充弘　 　●平成２８年１２月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ２，０００万円　  
　●事業内容　　木材販売

　　　　　－　２３　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

東京ビッグサイト出展

開発商品

自社社屋
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平成２８年度第２回採択事業 農林水産物（政所茶）

　<東近江市>

   奥永源寺資源 

　地域資源「政所茶」を高品質化する
　ウルトラファンバブル装置の開発事業

    〒527-0145　滋賀県東近江市北坂町635
    TEL　0749-46-8125　　FAX　0749-46-8105

化学肥料や農薬を使用せず、政所茶の収量と品質を高める設備を開発する

　奥永源寺地域には６００年の歴史を持つ「政所茶」があるが、近年、高齢化が 進み、放棄茶園が

広がり、生産量が著しく減少している。この状況を打破するため、化学肥料 や農薬を使用せず、政所

茶の生産量を向上させる目的で、ウルトラファンバブル装置の開発を行うことにした。 この技術は、　

水中に直径1/1000ｍｍの気泡を安定的に存在させ、気泡の物理的効果により、肥料に頼らず収量

の増加と品質の向上が期待できることが、滋賀県立大学の研究により実証されている。 

　この装置を放棄茶園に設置し、効果的な潅水装置を開発する。また、茶樹以外の産物への応用も

検討し、琵琶湖の化学肥料汚染対策に役立つ、環境にやさしい装置を目指す。

　< 連携等>

政所川西地区有志、滋賀県立大学工学部、株式会社星光社

　●代表者　　　 代表理事　鋒山 己之助 ●平成３０年１０月から販売開始予定

　●担当者 　 　 理事　梅田 哲

　●資本金　　　
　●事業内容　　奥永源寺の地域活性化を行うため

　                     新製品の開発

                       古民家の再生

                       森林の整備

                       観光事業等の開発

　　　　　－　２４　－

   　　　活性化の会

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：奥永源寺の政所

右：会のメンバー
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平成２８年度第２回採択事業 農林水産物（琵琶湖産鮎）

　<大津市>

　横山フードテクノ
　地域資源「琵琶湖産鮎」を活用した
　新規魚醤油の開発事業

　　〒520-0865 滋賀県大津市南郷2丁目26-24
　　TEL　077-533-0408　　FAX　077-533-0408
　　URL   http://www.zc.ztv.ne.jp/yokoyamafood/

魚臭が無く、呈味性の強さで消費者に受け入れられやすい魚醤油を提供する

　魚醤油は呈味性が強く、東南アジアでは主流であるが、魚臭が強いので、国内や欧米では普及

していない。弊社は、魚臭が殆ど無い魚醤油の製造法を含む新規技術を開発し、特許出願した。

この技術等を用い、希少性と高級感のある琵琶湖産鮎を用いて魚醤油を開発することにした。

　開発内容は、麹分解のスケールアップ実験、再現性の確認、保存試験等を実施する。また、調理

試験を実施して使用レシピを作成する。開発した商品は、地域特産物（観光客向き）、土産、付け

醤油（刺身等へ使用）、煮物、鍋など、各種料理に使用でき、滋賀県内の道の駅、観光土産店、

首都圏デパート、各地スーパーでの販売を計画している。

　< 連携等>

 滋賀県漁業協同組合、醸造企業、滋賀県工業技術総合センター　など

　●代表者　　　 横山 定治　 ●平成２９年１０月頃から発売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 　  
　●事業内容　　新規調味料製造方法の開発

　　　　　－　２５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

加工場（近江八幡市）

琵琶湖産鮎

鮎を使用した魚醤

麹菌電顕写真

（独法）酒類総

合研究所提供

ラベルデザイン

加工場内部
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平成２８年度第１回採択事業 農林水産物（古代米）

　<近江八幡市>

　株式会社　アンデケン
　地域資源「古代米」を活用した
　新商品開発事業

　　〒523-0891　滋賀県近江八幡市鷹飼町551
　　TEL　0748-33-2100　　FAX　0748-32-8668
　　URL   http://www.ke-ki.jp

古代米の色合いと、しっとりもちもちふわふわ感のあるロールケーキを提供する

　弊社は、主としてチーズケーキの製造販売を行っており、地元産の自然食品を使用したお菓子を作

り続けてきた。その活動の一環として、地元の特産品である古代米を使用し、「しっとり、もちもち、

ふわふわ」感のあるロールケーキを開発することにした。古代米を活用したロールケーキは今までに

ない商品であり、食感だけでなく、古代米特有の色合いを大切にした商品としたい。

　事業を継続的に発展させるには新商品の開発が不可欠であり、その中で、地元の食品を使用する

ことは話題性もあり、町全体の発展にもつながる。地元の人に愛されれる商品にするとともに、地元

色の強いお土産として、観光客にも愛され親しまれる商品としたい。

　●代表者　　　 代表取締役　島田 隆子　 ●平成２９年１０月販売開始予定

　●担当者 　 　 専務取締役　島田 渡

　●資本金　　　 １，０００万円  
　●事業内容　　洋菓子製造・販売・喫茶　　　

　　　　　－　２６　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

本店（近江八幡）

彦根店

古代米を使用したロールケーキ

右：古代米の米粉
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平成２８年度第２回採択事業 農林水産物（近江米、滋賀の地酒）

　<彦根市>

　ｽﾘｰﾙﾊﾟﾃｨｼｴｵｶﾞﾜ

　地域資源「近江米」「滋賀の地酒」
　を活用した洋菓子の試作開発事業

    〒522-0086　滋賀県彦根市後三条町265-1
    TEL　0749-24-2422　　FAX　0749-24-2422
    URL  http://cacon2.sakura.ne.jp/

お客様の要望に応え、ホロホロ食感のある、近江米の米粉クッキーを提供する

　当店の既存ギフト商品は、「彦根コロン」「焼酎カステラほのか」の２本柱である。これをリニューアル

し、更に新商品を追加することで、ギフト商品として３本目の柱を作ることにした。新商品のポイントは

２つある。1つ目は、当社がこれまで推し進めてきたように「滋賀の食材にこだわる」こと。２つ目は、

「お客様の要望に沿った商品にする」こと。

　年配のお客様から「クッキーが固いので、もう少し食べやすいものはないの？」という要望をもらい、

それに応える商品にする。小麦粉を使うとグルテンがクッキーを固くするので、米粉を使用してホロ

ホロ食感を出す。ギフト用なので、型崩れせず、良い食感が得られるような商品としたい。

　●代表者　　　 小川 英彦　 ●平成２９年１０月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 
　●事業内容　　洋菓子の製造・販売

　　　　　－　２７　－

　　　　

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

試作品

自社店舗

既存商品
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平成２８年度第２回採択事業 農林水産物（万葉の植物「ムラサキ」）

　<東近江市>

　東近江市

　地域資源「万葉の植物「ムラサキ」」
　を活用したシコンコスメの開発事業

    〒527-0202　滋賀県東近江市君ヶ畑町844
    TEL　0748-56-1194　　FAX　0748-56-1194
    URL  http://www.facebook.com/okueigenji/

ムラサキ（無農薬、有機栽培）のシコンを活用して、オーガニックコスメを提供する

　ムラサキは栽培が難しく絶滅危惧種となっており、地域をあげて栽培に取り組んできた。ムラサキは

万葉集の時代から東近江市に縁のある植物で、その根が紫色であることから、紫根（シコン）と呼ば

れている。シコンは薬草として「紫雲膏（火傷などの特効薬）」などの漢方生薬（抗菌剤、抗炎症剤、

皮膚活性化剤、養毛促進剤）として活用されてきた。

　本事業では、シコンを活用してパーフェクトオーガニックのシコンコスメを開発する。既に化粧品製造

販売許可を持つＯＥＭメーカーと共同で開発を進めており、平成２９年４月の販売を目指している。

　この事業を成功させることで、地域に新たな産業を起し、雇用の創出を図る。

　< 連携等>

東近江市の「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」、滋賀県立八日市南高等学校、奥永源寺地域等

　●代表者　　　 前川 真司　 ●平成２９年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 
　●事業内容　　奥永源寺地域の活性化事業

　　　　　－　２８　－

　　地域おこし協力隊

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

➡

上：奥永源寺君ヶ畑

右：試作風景

ムラサキの根（紫根）
試作品
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平成２２年度第２回、２６年度第１回、２８年度第１回（販路開拓）採択事業 鉱工業（信楽焼）

　<甲賀市>

　　　　艸方窯
　　
　　滋賀県立信楽窯業技術試験場が開発
　　した透光性素地を活用した商品開発
　　販路開拓事業

　　〒529-1851　滋賀県甲賀市信楽町長野 925 左：製作工程
　　TEL　0748-82-1619　　FAX　0748-82-1619 上：既存手洗い器

光が透ける信楽陶器を用いて、水回り空間の演出を可能とする商品を提供する

　　信楽窯業技術試験場が開発した透光性素地とＬＥＤ照明モジュ－ルを組合せ、光の演出といった

　意外性を持った洗面場の「光る手洗い器」を開発・商品提案することにした。市場としては、国内だけ

　でなく海外への販売も視野に入れ、消費者の生活に「ゆとりや癒し」の効果を狙った。

　　事業実績としては、素材の成型や焼成条件等で試作を重ね、洗面器、照明器具を開発した。また、

　洗面器はオーバーフローに対応できるよう改良した。開発した商品は、第5回京都文化ベンチャー

　コンペティションで京都府知事賞（最優秀賞）を受賞し、ココクールマザーセレクションにも選定される

　など高い評価を受けており、海外の展示会でも好評である。

　< 連携等>

　滋賀県立大学、信楽窯業技術試験場、LED照明モジュ－ル製造メ－カ－ など

　試作品
（陶器部分）

LED内蔵試作品

　●代表者　　　 奥田 芳久　 　　●平成２４年１月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　
　●事業内容　　信楽焼陶器の製造販売　

　　　　　　　　　 　陶製手洗い鉢等の製造販売

  　 旋光

        

　　　　　－　２９　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

水 輪
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平成２６年度第１回採択事業 鉱工業（浜仏壇）

　<長浜市>

株式会社 渡邊美術工藝
　地域資源「浜仏壇」を活用した
　漆器開発事業

　　〒526-0024　滋賀県長浜市三ツ矢元町15-30
　　TEL　0749-62-3257　　FAX　0749-62-3754

  秀吉時代に作られた漆器「常喜椀」を現代の生活に合うような商品に復刻する

　長浜には、羽柴秀吉が長浜城主であった頃より昭和初期まで製造されていた常喜椀という漆器が

あった。当社は常喜椀の復刻に取り組み、汁椀を製造販売したところ、使いやすい漆器と大変好評

だった。この復刻を確かなものにするために、日常的に気軽に使えるよう耐久性を向上させ、「常喜」

ブランドの新しいアイテムを開発した。

　浜仏壇製造の漆塗り技術を、生活用品としての漆器に応用すべく、現代の食生活にマッチしたデザ

インの食器を開発した。今までの漆器のイメージとは違う漆器なので洋食やデザートなどにも使えそ

うで用途が広がる、扱いが楽で使いやすい、という評価を得ている。

開発した新商品

　●代表者　　　 代表取締役　渡邊 嘉久　 ●平成２７年９月から販売中

　●担当者 　 　 同上　

　●資本金　　　 ３００万円  　　  
　●事業内容　　浜仏壇製造販売　　　

　　　　　　　　　　 文化財修復

　　　　　　　　　　 工芸品企画製造販売

　　　　　－　３０　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社社屋
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平成２５年度第１回、２６年度第１回、２７年度第１回（販路開拓）採択事業 鉱工業（電子機器）

　<守山市>

　株式会社　イマック

　地域資源電子機器を活用した関節等の
　曲げ量測定器の開発・販路開拓事業

　　〒524-0215　滋賀県守山市幸津川町1551
　　TEL　077-585-6767　　FAX　077-585-6790
　　URL   http://www.kkimac.jp/ 上：自社社屋

右：既存商品

他にない曲げ量・捻り量測定センサーを開発して、運動機能評価を可能にする

　当社でリハビリ評価用に開発した荷重測定センサーはシート上の全荷重が計測でき、曲げ等運動量と

しても計測が期待できる。特にスポーツ工学分野では曲げや捻りのファクターは重要であるが、計測環

境等の不便さから計測されていないので、精度良く計測できれば活用効果が大きい。従って、運動機能

評価用として関節の曲げ量を測るセンサーとそのデータを収集し表示する端末機器を開発する。

　曲げセンサーの開発は完了した。展示会等で意見を聞いたところ、面白い、使ってみたい、といった

意見は聞けた。しかしながら、実際に販売するためには、測定値をわかりやすく表現する（例えば膝に

装着することで歩行年齢が測れる、等)必要があり、対応を検討している。

　< 連携等>

龍谷大学、びわこ成蹊スポーツ大学 など

   曲げ・捻り模擬図

　●代表者　　　 代表取締役社長　田中 守　 　●オーダーメイド品を販売、拡販中

　●担当者 　 　 ヘルスケアグループ　山口 和也

　●資本金　　　 ２，０００万円  　　  
　●事業内容　　画像処理用LED照明の設計・

　　　　　　　　　　 製造・販売、工場設備の自動

　　　　　　　　　　 化を主とした設計・製造、医療

　　　　　　　　　　 機器の設計・製造・販売

　　　　　－　３１　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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平成２３年度第２回、２５年度第１回、２６年度第１回、２８年度第１回採択事業 鉱工業（金属製品）

　<栗東市>

  有限会社　ヴァンテック
地域資源「金属製品」を活用した
高効率油水分離触媒素材の開発、および、
同素材を利用した排水処理システムの開発

　　〒520-3036　滋賀県栗東市十里244  
　　TEL　077-552-1711　　FAX　077-553-4710
　　URL  http://www.ritto.co.jp/vantech/vantech.html　　 　　　上：社屋（栗東総合産業㈱内）

　　　左：会社ロゴマーク

排水から油脂を分離する金属触媒を開発し飲食店用の排水処理装置に応用

　飲食店から出る油分を多く含む排水の処理は難しく、処理設備も高価である。現状では、タンクに貯め

た排水を外部に移送して燃焼処理しているので、高コストになっている。当社は、外部からのエネルギー

を必要としない金属触媒を利用することで油水分離反応を促進させる設備を開発し、とんかつ屋に設置

してモニター実験を進め、設備の改良を行っている。

　現在、開発した設備の排水処理能力向上と低コスト化を行っている。今後、飲食店の排水処理装置と

して広く普及させることで、当社が開発した触媒による排水処理技術が、環境を守る技術として広く認知

されるようにしたい。

　< 連携等>

龍谷大学

　●代表者　　 代表取締役　井之口 二三雄 　　●平成３０年４月頃から販売開始予定

　●担当者　　 取締役　　　　井之口 哲也

　●資本金　　 ４００万円　
　●事業内容　環境商品の開発・販売

　　　　　－　３２　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

触媒用アルミ材

触媒による排水処理装置
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平成２４年度第１回、２５年度第１回、２６年度第１回（販路開拓）採択事業

鉱工業（プラスチック製品）
　<甲賀市>

有限会社 和晃プラスチック
地域資源「プラスチック製品」の押出成形
技術を応用したインテリア用プラスチック
素材（立体網目状成形品）の開発・販路　　
開拓事業

　　〒528-0235　滋賀県甲賀市土山町大野4810-1
　　TEL　0748-67-8047　　FAX　0748-67-8048
　　URL   http://wakopura.co.jp/

LED照明に映えるインテリア用プラスチック素材の３次元加工で新たな用途を開拓

　当社は樹脂の加工委託を主に行ってきたので、自社商品を作り、主体的な製造販売を行いたいと

いう思いから、新商品を開発することにした。開発コンセプトは、LED照明に映え、立体網目構造の

インテリア商品とし、素材名を「PlaRain」として商標登録した。PｌaRainを用いた商品群は、照明器具、

パーティション、ツールボックス、インテリア雑貨などである。

　インテリアライフスタイル展をはじめとして各種展示会に出展したところ、各所メディアに取り上げら

れて注目されるようになった。インテリアは幅広い領域だったので、取引先の業種が増えた（建築

関係、小売店（東急ハンズ）、スポーツ用品、イルミネーション、家具　など）。

　< 連携等>

甲賀市商工会　など

　●代表者　　　 代表取締役　村木 和好　 　　●平成２７年４月から販売中

　●担当者 　 　 事業部長　村木 昭博

　●資本金　　 　３００万円
　●事業内容　　プラスチック製品加工全般、

　　　　　 　　　　　製造販売（押出成形、真空成形

　　　　　　　 　　　射出成形、溶接、溶着、切削など）

　　　　　－　３３　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

左：試作品

下：展示会

開発商品

上：自社社屋

左：経営者

PlaRainの素材
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平成２３年度第１回、２４年度第１回、２５年度第１回、２６年度第１回（販路開拓）採択事業

鉱工業（信楽焼）
　<甲賀市>

　株式会社　丸九製陶所
　　地域資源信楽焼に対する新しい釉薬
　　の開発及び杯土改良による貫入防止
　　機能を加えた新住宅設備関連商品の
　　開発・販路開拓事業

　　　〒529-1851　滋賀県甲賀市信楽町長野 770
　　　TEL　0748-82-0059　　FAX　0748-82-3159 　　　上：社　屋
　　　URL   http://www.maruku.co.jp/　　 　　　左：既存商品

杯土や釉薬の自社開発を強みとし、技術蓄積をベ－スに商品開発を加速する

　当社は信楽焼の新しい商品を創出するため、その技術基盤となる釉薬の開発や杯土改良を自社で

進めてきたが、成果が出てきたので次のステップである商品開発へ進むこととした。計画としては、

貫入防止機能を高めた釉薬の洗面ボウル・オーバーフロー機能の洗面ボウル等の水周り商品、メタ

リック調カラ－を中心としたカラ－バリエ－ションや蓄光機能を持った商品を開発することとした。

　事業実績としては、酸化磁器の泥漿鋳込みとその土にあった釉薬の開発により貫入が入るのを防止

できた。また、両面排泥鋳込みによりオーバーフロー機能を持った洗面ボウルを開発した。これらの試

作品を展示会に出展し、お客さんの意見を収集して試作にフィードバックすることで完成度を高めた。

　< 連携等>

信楽窯業技術試験場 など

オーバーフロー付

　釉薬試作品 　　メタリック調試作商品 洗面ボウル試作品 展示会出展

　●代表者　　 代表取締役　今井 廣 　●平成２４年６月から販売中

　●担当者　　 同上  　 

　●資本金　　 ２，０００万円　
　●事業内容　信楽焼陶器製造・販売

　　　　　　　　　（傘立て、フラワ－ベ－ス、水鉢、

　　　　　　　　　 プランタ－、庭園用置物、食器、

　　　　　　　　　 インテリア小物、手洗い鉢、

　　　　　　　　　 照明など）

メタリック調水差し

　　　　　－　３４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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平成２４年度第２回、２６年度第１回（販路開拓）採択事業

鉱工業（高島市産建築用木材【スギ】）
　<高島市>

　田中建材　株式会社

　地域資源「高島市産建築用木材（スギ）」
　を活用した木質舗装の試作開発
　販路開拓事業

　　〒520-1621　滋賀県高島市今津町今津1677-14
　　TEL　0740-22-0217　　FAX　0740-22-1349
　　URL  http://www.tanakakennzai.co.jp/ 　　 上：社屋写真

左：当社施工例

木製チップとアスファルトを混合した軽量で耐久性の高い舗装材を開発する

　当社は、解体廃材を粉砕してチップ化し、加熱したアスファルトと混合して木質舗装材として歩道や

公園等に施工している。木質の断熱特性を活用したヒートアイランド対策、および歩道にＣＯ2を固定化

することで、地球温暖化対策にも有効な新商品を開発した。

　事業実績としては、主に公園・ジョギングコース・サイクリングロード等の歩道や一部駐車場を含む建

築物の外構部に活用している。適度な弾力性能による膝関節に負担の少ない歩行感覚が実感できる 

自然環境に調和した技術である。２０２０年開催の東京オリンピック施設整備材料に提案するとともに、

環境に取り組む日本の姿勢を全世界に発信する。

　< 連携等>

　高島森林と住まいのネットワーク、高島森林組合等

　●代表者　　 代表取締役　田中 稔 　●平成２７年４月から販売開始

　●担当者　　 同上

　●資本金　　 ２，０００万円
　●事業内容　土木・建築・舗装・解体・建機リース、

　　　　　　　　　 産業廃棄物収集運搬・リサイクル・

　　　　　　　　　 再生骨材製造販売

　　　　　　　　　 緑化資材製造販売

　　　　　－　３５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

施工フロー

施工実例

➡

➡ ➡
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平成２５年度第１回、２６年度第１回（販路開拓）、２７年度第１回、２８年度第１回（販路開拓）採択事業

鉱工業（医療・健康機器）
　<近江八幡市>

Oral Bio Design 株式会社

　地域資源「医療・健康機器」を活用した
　歯周病と虫歯の治療及び予防を１種類
　のマウスピースで対応できる新たな
　マウスピースの開発・販路開拓事業

　　〒523-0012　滋賀県近江八幡市武佐559-1
　　TEL　0748-28-0978　　FAX　0748-26-0978
     URL  http://www.oralbiodesign.jp/   上：歯周病治療現場

　右：既存商品（ﾏｳｽﾋﾟｰｽ）

歯周病と虫歯の 治療と予防を１種類のマウスピースで対応できるようにする

　弊社では歯周病と虫歯対策用として、治療に使用するマウスピースと予防に使用するマウスピース

を開発し、市場に提供してきた。その中で、２つのマウスピースはコスト高となり、厚くて使用感が悪い

、という声が出てきた。そこで、１つのマウスピースで治療と予防が可能な商品を開発する。

　開発商品（ハイブリッド3DSトレー）の基本設計を決定し、当初の課題をクリアするための試作を繰り

返した。トレーを薄くすることで、強度が保てずに使用中に破れてしまったり、厚くしすぎて噛み合わせ

が高くなりすぎたりしたこともあったが、最適なポリエチレンシートを使用する事で商品を完成させた。

現在、特許出願に向けた準備を進めるとともに、展示会などでPR活動を進めている。

　< 連携等>

鶴見大学など

試作品

　●代表者　　　 上田　友和　 　●平成２８年４月より販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金       ５００万円　　　   　　  
　●事業内容　　歯科医療用材料・器具の販売

　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　 

　　　　　－　３６　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

開発風景
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平成２６年度第２回、２７年度第２回、２８年度第２回採択事業 鉱工業（彦根バルブ）

　<彦根市>

 廣瀬バルブ工業 株式会社

　　
　　地域資源「彦根バルブ」を活用した
　　水用４ポート３位置方向制御弁の
　　開発事業

　　〒522-0033　滋賀県彦根市芹川町436
　　TEL　0749-23-2020　　FAX　0749-23-2027
　　URL  http://www.hirose-valves.co.jp/

世界初のコンパクトな水圧駆動弁の開発でクリーンが求められる市場に参入する

　当社は油圧バルブ専門メーカーであり、油圧バルブは油で機械を動かす技術であり、製鉄、造船、

建設機械、工作機械業界、遊具機械などで幅広く活用されている。しかしながら、医療機器、医薬品

製造、食品加工、化粧品製造といった業界では、クリーンな作業環境が求められ、油圧で駆動させる

のではなく、水圧で駆動させるバルブが必要とされる。

　そこで当社は、コンパクトで使いやすい「水用４ポート３位置方向制御弁（４方向の入出力、停止位置

が３ヶ所）」の開発を開始した。開発中の商品は国内外の市場にない新商品であり、介護用機器市場

に参入後、医療機器、食品加工分野に拡大する予定である。

　< 連携等>

滋賀県商工観光労働部

　●代表者　　　 代表取締役社長 小野 慎一　 　●平成３０年４月頃から販売開始予定

　●担当者 　 　 技術部　井口 務

　●資本金　　　 １億円
　●事業内容　　油圧制御機器の製造・販売

　　　　　－　３７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社社屋

試作品

既存商品

試作品

開発品の最終形
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平成２６年度第２回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業 鉱工業（彦根ファンデーション）

　<彦根市>

　美成産業　株式会社

　　
　「彦根ファンデーション」を活用した
　犬用ヘルニア予防サポーターの
　開発・販路開拓事業

　　〒522-0086　滋賀県彦根市後三条町138
　　TEL　0749-22-0371　　FAX　0749-22-0018
　　URL  http://www.bisei-kk.co.jp/

肌にやさしくファッション性の高い、小型犬用ヘルニア予防サポーターを開発した

　小型犬は室内で飼われることが多い。フローリングの部屋で飼われている小型犬は、足の踏ん張り

が効かず、ヘルニアになりやすいと言われている。中でもミニチュアダックスフンドは高齢になるにつれ

てヘルニアを患う傾向が強い。当社は女性用下着の製造販売を行っており、その技術を応用して

ミニチュアダックスフンド用のヘルニア予防サポーターを開発した。

　開発した商品は、脊椎にかかる負担を軽減でき、着心地が良く、肌にやさしいオーガニックコットンを

用いた。ファッション性も追求したので、飼い主の評判も良い。今後、展示化への出展、ホームページ

の充実を図り、販路を拡大することで、女性用下着に続く当社の新たな柱を作りたい。

　< 連携等>

ひこね繊維協同組合

　●代表者　　　 代表取締役　宮脇 國雄 ●平成２８年４月から販売中

　●担当者 　 　 部長　宮脇 徹

　●資本金　　　 ６，１００万円
　●事業内容　　女性用下着の製造・販売

　　　　　－　３８　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：自社社屋

右：既存商品

開発風景

展示会の様子

着用イメージ

試作品

裏

試作品

表
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平成２６年度第２回、２８年度第１回（販路開拓）採択事業 鉱工業（八幡靴）

　<近江八幡市>

　有限会社  

　　地域資源「八幡靴」を活用した
　　新たなオーダー八幡靴の開発
　　販路開拓事業

　　〒523-0857　滋賀県近江八幡市八幡町336
　　TEL　0748-32-6505　　FAX　0748-32-6505
　　URL  http://www.easyorder-shoes.com/

しなやかな近江牛革オーダー靴と、３Ｄプリンタ計測フルオーダー靴を開発した

　八幡靴の存続には、若い靴職人の育成と、安定した売り上げの確保が急務である。そのために、

近江牛皮を使った靴と、3Dプリンタで足型を取った靴の開発に取り組んだ。近江牛の皮革を活用した

ことで、柔らかく、履き心地が良いオーダーシューズができた。従来は、スポンジ素材の計測器で足の

寸法を測った。今回、足によりフィットさせるために、足型を3次元で計測するスキャナーを導入して計

測し、樹脂で再現した足型を活用することで、履く人にぴったり合った靴を作れるようになった。

　近江牛革の「オーダー八幡靴」をモニター試着してもらったところ大変好評であり、３Ｄプリンターで

足型を忠実に再現した「フルオーダーシューズ」も順調に売り上げを伸ばしている。

　●代表者　　　 取締役　川原 勲 　●平成２７年１０月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ３００万円
　●事業内容　　オーダーシューズの製造販売　

　　　　　－　３９　－

　　リバーフィールド

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社店舗

作業場風景 一連の３Ｄプリンタ計測靴の試作プロセス
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平成２６年度第２回、２７年度第２回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業

鉱工業（医療・健康機器）
　<草津市>

　　株式会社

　地域資源「医療・健康機器」を活用した
　創傷・皮膚保護商品の
　開発・販路開拓事業

　〒525-8577　滋賀県草津市野路1-1-1
　　　　　　　　　　立命館大学BKCインキュベータ
　TEL　077-599-1702　　FAX　077-599-1704
　URL  http://medical-front.com

薄くて目立たず、抗菌作用があり化粧が乗る、魔法のテープを開発した

　化粧のできる超薄膜ウレタンフイルムと低皮膚刺激ゲル粘着剤の技術を活かして、化粧用の

雑貨として、ニキビやシミを隠せるものやしわ・頬のたるみをリフトアップして、気になる所を改善

できる魔法のテープを販売している。今回、これに抗菌剤を添加した新商品を開発した。

　フイルムの表面に0.015㎜の窪みを作り、化粧が乗るようにした。また、ジェル状の粘着剤に

VitaminC や抗菌剤Agを含ませ、アクネ菌や腋臭の菌を抑制して、腋臭の原因を解消できるよ

うにした。その上に化粧もできるので、目立たない。世界初の機能を持つ新商品であり、海外

特許も出願している。

　< 連携等>

共和工業株式会社（甲賀市・宇治田原）、アイ株式会社、東洋化学株式会社

　●代表者　　　 代表取締役　山本 敏幸 　●平成２８年１０月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 １００万円
　●事業内容　　医療用・化粧用テープの開発・販売

　　　　　－　４０　－

　　メディカルフロント

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社実験室

開発品のＰＲ写真

試作品

左：使用前 、右：使用後
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平成２６年度第２回、２７年度第２回、２８年度第２回採択事業 鉱工業（電子機器）

　<大津市>

　　スマック　株式会社

　　地域資源「電子機器」を活用した
　　マルチ電力変換装置の開発事業

　　〒520-0812　滋賀県大津市木下町18-8
　　　　　　　　　　　　浜大津アネックスビル
　　TEL　077-526-8815　　FAX　077-526-8816
　　URL  http://www.smach.jp

既存の動力源や再生エネルギーをＡＣやＤＣ機器用の電源に変換する装置を提供

 　地球環境問題や東日本大震災を契機に安定電源の確保が求められており、高効率な発電システム

や蓄電システムが求められている。そこで当社は、既存の動力源（例：内燃機関）や再生エネルギー

（例：太陽光、風力等）からの電力を入力とし、交流機器用の安定した電源やモータ駆動用の直流電源

に変換できる「マルチ電力変換装置」を開発する。

　 交流と直流のいずれの電源からでも入力でき、交流と直流のいずれの電力も取り出すことができる

小型３ｋＷ品と１０ｋＷ品のマルチ電力変換装置が試作できた。開発品は、新型冷凍車や塵芥車等

への応用を検討し、フィールドテストを行って改良を重ね、量産化を目指す。

●代表者　　 代表取締役社長　河原 定夫　 　　●平成２９年１０月から販売予定

●担当者 　  技術統括　取締役　吉田 誠

●資本金　 　９，５００万円
●事業内容　パワーエレクトロニクス機器製造販売

　　　　　　　　 オリジナル開発ツールの製造販売

　　　　　　　　 技術支援および技術コンサルティング

　　　　　－　４１　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

関西ものづくり新撰2015選定

社 屋

3ｋW組込型の外観

ユニバーサルインバータドライバ

モーター特性自動試験システム

関西ものづくり新撰2016撰定
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平成２６年度第２回採択事業 鉱工業（金属製品）

　<草津市>

　株式会社　山崎
　　地域資源「金属製品」を活用した
　　自動車用シフトノブを含む
　　カーアクセサリーの試作開発事業

　　〒525-0054　滋賀県草津市東矢倉1丁目1-17
　　TEL　077-563-3388　　FAX　077-564-1577
　　URL  http://www.ymzcorp.co.jp

球面の文字彫刻と基本形状加工法を開発して、魅力あるシフトノブを提案する

　当社は従来から、受託による単品のシフトノブの製造を行っており、収益性が低かった。これを採算

のとれる事業にするために、デザイン性、機能性を持たせた自社製のシフトノブを開発した。

　従来、平面上にしか文字を彫刻できなかったが、弊社オリジナルの彫刻機を開発したことで、球面上

に文字を彫刻することができるようになった。また、アルミ合金、チタン等で各種基本形状の加工方法

を開発し、これを応用して、デザイン性、機能性のあるシフトノブを製作できるようになった。現在、開発

した上記技術を利用して、デザイン性、機能性をもったシフトノブのラインアップを開発中である。

　●代表者　　　 代表取締役　木村 泰三　 　●平成２９年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　   １，０００万円
　●事業内容　　ねじ、機械部品販売

　　　　　　　　　　 機械金属加工

　　　　　－　４２　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

社 屋

試作開発品
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平成２６年度第２回採択事業 鉱工業（電子機器）

　<東近江市>

　　ハヤシムセン  
　　
　　地域資源「電子機器」を活用した
　　集塵・防塵装置の開発事業

　　〒529-1551　滋賀県東近江市宮川町244-560
　　TEL　0748-55-8107　　FAX　0748-55-8107 上：社屋

右：実験室

メンテナンスフリーで空気の循環と給排気を同時に行う個別換気装置を開発した

　近年、住宅は高気密化され、閉めきると空気が滞留して汚れが生じやすい。このため、２００３年に

空調に関する建築基準法が改正され、２４時間換気が義務付けられた。当社は、工事費を抑えるため

に、壁に穴をあけるだけで済む「個別換気装置」を開発した。

　１つの駆動部で室内空気の循環と給排気を同時に行って、吸気側で埃を遠心分離できるので、綺麗

な空気で室内を陽圧に保ち、安定的に酸素の供給ができることが開発品の特徴である。その結果、

通常必要とされている前部側のネットフィルタを除去できたので、メンテナンスが容易になった。試作品

を長浜ドームで行われた「びわ湖環境ビジネスメッセ２０１６」に出展したところ、良好な評価を得た。

　< 連携等>

合同会社　アシュトック

試作品

　●代表者　　　 林 弘雄　 　●開発を継続中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　
　●事業内容　　集塵・防塵設備の開発

　　　　　－　４３　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

展示会場の様子
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平成２４年度第２回、平成２６年度第２回採択事業 鉱工業（伝統工芸品木製樽桶）

　<大津市>

 中川木工芸 比良工房
　滋賀県伝統的工芸品木製樽桶の熟練
　技術を活用し、滋賀県産木材等を使用
　した大型家具の試作開発事業

　　　〒520-0515 滋賀県大津市八屋戸419
　　　TEL　077-592-2400　　FAX　077-592-2400
　　　URL   http://www.nakagawa-mokkougei.com/

ハイエンドな層の購買欲を刺激するようなものを試作開発し、商品化していく

　当社は木製桶樽の伝統技能を活かした新商品の開発に取り組んでおり、平成22年に開発した「先端が

尖ったシャンパンクーラー」がドン・ぺリニオンの公式クーラーに選ばれ、桶の可能性が広がった。それ以

降毎年新商品を試作し、デザインの本場イタリア・ミラノに出展した。現地のデザイナーとコラボレーション

することで新しい発想が生まれ、それを実現しようとすることで、技術的にもデザイン的にも進化できた。

　平成24年は2種類の木材を使ったワイン・日本酒クーラー、花器・オブジェ用「ki-oke」を開発した。平成

26年には、ゲームボード（バックギャモン）と大型トレイ（ビッグトレイ）、小物入れ（スモールコンテナ）を

開発した。国内用として、ビッグトレイを小さくしたものを3サイズ試作し、東京の展示会で受注に至った。

　< 連携等>

トーマス・リッケ氏（デンマーク人デザイナー）

試作品一覧 展示会風景

　●代表者　　 主宰　中川 周士 　●平成２６年１月から販売中

　●担当者　　 同上

　●資本金　　 
　●事業内容  伝統工芸品木製樽桶の製造販売　

　　　　　　　　 　

　　　　　－　４４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社工房
既存商品（ワインクーラー）

「Shuji」ブランド第一弾
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平成２５年度第２回、２６年度第２回、２７年度第２回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業

鉱工業（高島ちぢみ）
　<高島市>

　株式会社 杉岡織布
　地域資源「高島ちぢみ」を活用した
　高機能付加生地及び縫製品の
　試作開発・販路開拓事業

　　〒520-1512　滋賀県高島市新旭町太田1700
　　TEL　0740-25-2581　　FAX　0740-25-5018
　　URL   http://www.www.biwa.ne.jp/~sugi-tex/

「高島ちぢみ」の機能を進化させて、カラフルな縫製品ラインアップを拡充した

　当社は、顧客のニーズを的確にとらえた上で、「高島ちぢみ」を魅力的な生地素材に進化させて

きた。「高島ちぢみ」が持つ「温感」「冷感」といった機能をより深耕し、先染めの織り糸を使った多色

織技術を用いて、よりカラフルな生地に進化させた。また、生地だけではなく、縫製品の完成までを

目指した取り組みを行った。その結果、数多くの商品ラインナップを揃えることができた。

　試作開発と並行して、毎年、展示会出展を行ってきた。国内最大規模の「プレミアムテキスタイル

ジャパン展」では、彩り豊かで新しい形の「高島ちぢみ」、「東京ギフトショー」では、高島産地の背景

を含めたものづくりの姿勢を提案することができた。今後も継続して、展示会出展を行う計画である。

　< 連携等>

高島織物工業協同組合/高島晒協業組合/糸商社・染色業者・縫製業者など

　●代表者　　　 代表取締役　杉岡 定弘　 　●平成２７年４月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　 　２，２５０万円   　　  
　●事業内容　　「高島ちぢみ」をはじめとする

　　　　　　　　　　 綿織物の製造・卸業　　　　 

　　　　　－　４５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：自社工場

右：工場内製造風景

開発した新商品

左：試作工程

下：試作品

展示会風景
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平成２３年度第１回、２５年度第２回、２６年度第２回、２７年度第２回、２８年度第２回採択事業

鉱工業（プラスチック製品）
　<大津市>

      長岡産業  株式会社

　地域資源「プラスチック製品」を活用した
　導電材料の開発事業

　　　〒520-0832　滋賀県大津市粟津町2-61  
　　　TEL　077-534-5311　　FAX　077-534-9993 上：フィルム加工工程

　　　URL  http://www.nagaoka-sangyou.jp/　　 左：自社社屋

フレキシブル透明導電フィルム「スタクリアTM」の機能を増やして用途を拡大する

　当社はフレキシブル透明導電フィルム「スタクリアTM」を製造販売している。スタクリアTMは、高導電率

タイプと、帯電防止タイプの２種があり、静電気除去や電磁波ノイズ除去などの用途で、多くの採用実

績がある。しかしながら、フィルムのままでは対応できない案件が増えており、更なる改良を加える。

　①高導電率タイプは、フィルムだけでなく、回路を形成することで付加価値を高め、今後、市場拡大

が見込まれるウエアラブルデバイス向けに、「曲げても割れない回路」を供給する。

　②帯電防止タイプは、除電速度が速く、乾燥条件下でも除電性能が安定している、当社の優位性を

保持したまま、立体物に帯電防止機能を付与する方法を開発し、多用途に応用できるようにする。

　●代表者　　 代表取締役社長　前田 芳一 　●平成２９年冬頃から販売開始予定

　●担当者　　 取締役　　長岡 利典

　●資本金　　 ４，０００万円　
　●事業内容　プラスチック加工販売

                     プラスチックパネル加工

　　　　　　　　　 発泡ポリオレフィンシート加工

　　　　　　　　　 プラスチックフィルム加工

　　　　　　　　　 

　　　　　－　４６　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

左：透明回路

上：液量センサデモ機美術品の防塵フィルム 複合機の

用紙重送防止
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平成２４年度第２回、２６年度第２回（販路開拓）採択事業 鉱工業（炭素・黒鉛製品）

　<大津市>

   株式会社 
   アオヤマエコシステム
　地域資源「炭素製品」の技術を活用した
　固形凝集剤（無機質排水処理剤）の高
　性能化事業

　　　〒520-2124　滋賀県大津市瀬田神領町40-3
　　　TEL　077-547-0802　　FAX　077-547-0803
　　　URL  http://www.aoyamaeco.co.jp/　 　　　 上：自社社屋

左：顧客浄化システム例

開発した金属イオン溶出剤を活用し、低コストで排水処理できる技術を開発した

　当社は、廃パレット炭化リサイクル事業を展開しており、自社製造の特殊炭を利用した金属イオン溶

出材（「TERRAST（テラスト）」を開発した。水中で炭から金属に電気が流れる空気電池の原理を利用

した技術であり、各種金属イオンを大量に水中に供給でき、今までにない排水処理が可能になる。

　今までの凝集剤と違う点は、すべての金属を凝集することと、低濃度の重金属処理にもよく対応する

ことである。日本国内では、フッ素やアンチモン等の工場排水処理に利用されている。特にアンチモン

は現在のところ効果的な処理方法が他になく、排水処理コストは大手メーカー処理装置の20%と非常に

安価である。現在、排水量が非常に多く、大きな公害問題を抱えている、中国への展開を進めている。

　

　●代表者　　 代表取締役　青山 敦 　●平成２５年１０月から販売中

　●担当者　　 取締役会長　青山 章 商品名「テラスト：TERRAST」

　●資本金　　 ４，０００万円　 ・ほとんどの無機物質懸濁物

　●事業内容　産業設備機器メンテナンス 　の処理が可能

　　　　　　 　　　水処理、廃棄物リサイクル ・低濃度処理が可能

・既存処理設備にも簡単設置

・6ヶ月に1回交換

　　　　　－　４７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

炭化リサイクルセンター

浄化システムイメージ図 試作用試験装置 アンチモン

処理設備
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平成２７年度第1回、２８年度第１回採択事業 鉱工業（近江雁皮紙）

　<大津市>

　有限会社　成子紙工房
　　
　　地域資源「近江雁皮紙」を活用した
　　大型美術和紙、装飾品、
　　衣料品等新素材の開発事業

　　〒520-2111　滋賀県大津市桐生2丁目14-26
　　TEL　077-549-0323　　FAX　077-549-1611
　　URL  http://www.washi.or.jp/ 　上：成子紙工房の社屋

　左：雁皮の花

最高級の和紙を用い、大型美術用和紙、装飾品・衣料品などの新素材を開発する

　近江雁皮紙は滑らかな紙肌をもち、光沢があり、永久保存に耐えられるほど強靭であり、古今を通じ

て紙王と称され、海外ではナルコペーパーとして有名である。

　平成27年度は、美術大学や個人美術家から依頼があった、1ｍ×2ｍの大型和紙を試作開発した。

用途は2種あり、日本画を描くための無地品と、柄が入ってそのままでも美術品になるもの。絹のよう

になめらかで、厚みのわりに軽いのが特徴である。

　平成28年度は、装飾品、衣料品など新素材に取り組んでいる。和紙糸で作製した衣料品の特徴は、

軽く、紫外線に強く、通気性に優れることなどである。アロハシャツへの展開を考えている。

大型和紙の試作品

王朝染雁皮紙
紙漉きの風景

　●代表者　　　 代表取締役　成子 哲郎　 　●平成２８年４月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　
　●事業内容　　手漉き和紙の製造販売

　　　　　－　４８　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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平成２７年度第１回、２８年度第１回採択事業 鉱工業（彦根バルブ）

　<彦根市>

　株式会社　清水鐵工所

　　地域資源「彦根バルブ」を活用した
　　水道用バルブの新商品開発事業

　　〒522-0082 滋賀県彦根市安清町4-16
　　TEL　0749-22-2551　　FAX　0749-22-2542
　　URL  http://www.shimizu-valve.co.jp/

既設管の取替需要に対応した、工事が容易でメンテナンス性の良い弁を提供する

　国内の水道管は更新時期にあり、取替需要が高まっている。これに対応した２種の弁を開発した。

　「弁体離脱型（二重構造）バタフライ弁」は、断水させることなく、既設水道管から管路を分岐すること

が可能になり、特殊工法を実施する企業の依頼で開発した。既に呼び径６００ｍｍの開発を完了し、

更に２年開発を継続して、呼び径４００ｍｍ～１０００ｍｍのラインアップを拡充する。

　「ポリエチレン管一体型ソフトシール仕切弁」は、水道管路を耐震化させる目的でポリエチレン管が

普及しており、これに対応し、施工現場の作業性を高めた弁を開発した。既に呼び径７５ｍｍの開発を

完了した。今後、呼び径５０ｍｍ～２００ｍｍのラインアップを拡充する。

　●代表者　　　 代表取締役　清水 克己 ●開発を完了したものから順次販売する予定

　●担当者 　 　 技術部 技術課　岩﨑 敏信

　●資本金　　　 ２，４００万円
　●事業内容　　水道用弁栓類の製造・販売

                      機械器具設置工事業

                      鋼構造物工事業

                      水道施設工事業

　　　　　－　４９　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：社屋（事務所）

右：工場外観

製品外観

LEDパネル

上：工場内設備

右：展示会ブース
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平成２７年度第１回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業 鉱工業（信楽焼）

　<甲賀市>

有限会社　小川顕三陶房
　　地域資源「信楽焼」の陶芸技術
　　を活用した和モダンテーストの
　　陶食器開発・販路開拓事業

　　〒529-1851　滋賀県甲賀市信楽町長野 755-1
　　TEL　0748-82-2216　　FAX　0748-82-2262
　　URL  http://ogawa-norikazu.com/

信楽焼の土味と現代的な表情が融合した「和モダンテースト」の陶食器を提供する

　「和モダン」とは、和を基調にしつつ、近年のトレンドであるミニマルデザイン（余計なものを省いた

シンプルなデザイン）を上手く取り入れたスタイルで、現代のライフスタイルに浸透しつつある。当社は

新しい信楽焼のブランド創造するために、このトレンドを反映した、「信楽焼の持つ土味の質感」と

「現代的な表情をもつデザイン」が融合した「和モダンテーストの新しい陶食器」を開発することにした。

　和モダン陶食器の現代性を、「食器のカタチ」ではなく、「釉薬の調合＋焼成」を独自に組合せて、

「器の表情の変化」により表現した。 試作品として、大皿7種類、中皿2種類、切立鉢3種類を完成させ

展示会に出展したところ、良好な評価を得た。

　< 連携等>

　ギャラリー直向（ひたむき、京都市）、Masahiro Minami Design

　●代表者　　　 代表取締役　小川 記一　 　●平成２８年１０月から販売開始

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　 　  ３００万円　　
　●事業内容　　陶食器製造販売、陶芸体験

　　　　　－　４７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：陶房

左：焼成炉
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平成２７年度第１回採択事業 鉱工業（彦根バルブ）

　<米原市>

株式会社 秋山商会
　地域資源「彦根バルブ」を活用した
　楕円バタフライバルブの開発事業

　　〒521-0236　滋賀県米原市間田289番地
　　TEL　0749-55-2348　　FAX　0749-55-2996

シール材を使用せずに高気密性が得られ高温で使用するバタフライバルブを提供

　従来の流体用バタフライバルブは、特殊なものでも使用温度は５５０℃が限度であり、高温・低温の

対応が困難であった。そこで、焼却炉やボイラなどの高温雰囲気で、シール材を使用せずに機密性を

高め、低トルクで弁体の駆動ができるバタフライバルブを開発した。

　金属製本体ボディ内部に断面が円形中空の流体通路を設け、これに楕円形の弁体を付加して、

本体ボディの金属内壁と金属製の楕円蝶片を適切角度で接触させることにより、機密性を確保できる

構造とした。３種の材料（鋼材、ステンレス材、陶器）を用いて、それぞれ３サイズの弁を試作評価した。

その結果、良好な特性を得たものもあり、今後商品化を目指して改良を加える。

　●代表者　　　 秋山 清　 　　●平成２９年４月から販売予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ３００万円
　●事業内容　　金属加工業

　　　　　－　５１　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

自社社屋

開発した新商品
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平成２７年度第１回採択事業 鉱工業（近江雁皮紙）

　<大津市>

株式会社　古川与助商店
　　
　地域資源『近江雁皮紙』を活用した
　和紙糸商品の開発事業

　　〒520-2111　滋賀県大津市桐生3丁目12-1
　　TEL　077-549-1321　　FAX　077-549-1323
　　URL   http://yosukeshiga.com

和紙ジャケットを開発した技術力を用い、近江雁皮を糸にして商品化に取り組んだ

　当社は、元々各種薄素材のスリッター加工を行っており、大手の下請け加工受注が激減したこと

がきっかけで、和紙糸の開発、和紙糸活用商品の開発へと舵を切った。ブラウスからジャケットに

展開し、和紙ジャケットは、素材そのものが珍しいこと、着心地と通気性が良いこと、好きな色に染め

られること、綿製品の2/3の軽さであること、クリーニング可能なことで人気商品になっている。

　和紙商品の展開を拡大するため、高級感がある近江雁皮の和紙糸作りに取り組み、ブラウスを

作製できた。近江雁皮紙は滋賀県が世界に誇れる伝統工芸品なので、これをきっかけに世界に

大きく羽ばたいてみたい。

　< 連携等>

滋賀県工業技術センター、東北部工業技術センター、滋賀麻工業（株）、（株）マスダ　など

　●代表者　　　 河村 朱美　 　　●近江雁皮使用商品開発を継続中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　 　１，０００万円
　●事業内容　　各種マイクロスリッター加工と

　　　　　　　　　　 貼り合わせ

　　　　　　　　　　 和紙糸、和紙生地、和紙商品販売

　　　　　－　５２　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

既成商品 和紙織ジャケット

開発商品 近江雁皮入りブラウス

製造工程

自社社屋
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平成２７年度第１回採択事業 鉱工業（信楽焼）

　<甲賀市>

 琵琶湖底泥資源化  

　　地域資源『信楽焼』を活用した
　　琵琶湖底泥の資源化事業

　　〒529-1831　滋賀県甲賀市信楽町西349-11
　　TEL　077-544-3723　　FAX　077-544-3723 上：底泥の浚渫

右：日産陶業の既存商品

琵琶湖のヘドロ（底泥）を浚渫し、水環境の再生に役立つ陶器に還元する

　琵琶湖底泥は、生物の生息を妨げ、水草の繁茂、水質の悪化などが懸念されている。従来の底泥

浚渫は、汚濁の拡散や溶存酸素の低下など、水環境の悪化要因となっており、その効果は上がって

いない。また、浚渫した底泥の処理も困難な状況にある。

　そこで、水環境に影響の少ない浚渫技術と底泥の資源化技術を新たに開発し、永続的な環境保全

・リサイクルシステムを構築して、生物の生息環境を改善し、魚類の回復の一助としたい。

　汚泥を攪拌せず効率的に浚渫する技術、効率的な凝集脱水技術、底泥土と信楽陶土を混ぜて、

炭入り陶器を製造する技術を開発し、多孔質な環境浄化製品を開発中である。

　< 連携等>

立命館大学、滋賀県工業技術センター窯業試験場、北山田漁業組合、滋賀県環境保全協会

浚渫した底泥を処理して、多孔質な環境浄化陶器に再生

　●代表者　　　 代表　鎌田 忠則 　●事業実施中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　
　●事業内容　　底泥の浚渫技術

                   　  多孔質の固化技術

                   　  受託事業の実施

                  　   地域団体に対するボランティア活動

                  　   地域中小企業の振興・発展支援

　　　　　－　５３　－

　　 　　　　グループ

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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平成２２年度第１回、２７年度第１回（販路開拓）採択事業 鉱工業（電子機器）

　<長浜市>

 日本アドバンストアグリ
　　　　　　　　　　　　　株式会社
　　地域資源「電子機器」を活用した
　  高付加価値野菜の機能性開発と　　
　　評価及びその素材開発
　　販路開拓事業

　　　〒526-0829　滋賀県長浜市末広町617-1
　　　TEL　0749-53-0101　　FAX　077-588-6122
　　　URL   http://www.adv-agri.co.jp/　　

生活習慣病の予防効果が高いサプリメントを開発し、安定供給できるようにした

　植物工場向けのLED照明器具・栽培装置の販売だけではなく、独自のストレス負荷型栽培技術を

開発することにより、高機能性野菜ツブリナのピニトール成分を安定的に増やし、多量生産できる

栽培技術を開発した。長浜バイオ大学、三重大学、(国研)産業技術総合研究所にて得られた研究

結果より、ピニトールを多く含んだツブリナ粉末には生活習慣病予防効果があることがわかった。

　血糖値の改善が期待できる健康食品「グラシトール」を製品化し、通販サイト「アグリ生活」を立ち

上げ、B to Cビジネスとして販売開始した。また、機能性野菜「ツブリナ」として利用しない部分を、

他の乾燥物とブレンドして、「減糖茶」「アグリのしあわせ健康茶」として販売している。

　< 連携等>

長浜バイオ大学、三重大学、(国研)産業技術総合研究所

チョコレ－ト レトルトカレ－、パウダ－

●代表者　　　 代表取締役　辻 昭久　 ●平成２５年５月から販売中

●担当者 　 　 宗時 早苗

●資本金 　　　４，５００万円
●事業内容　　植物工場産機能性野菜製造販売、　

　　　　　　　　　 機能性野菜の研究開発、

　　　　　　　　　 植物工場ＬＥＤ照明の製造販売

         　          カフェ・レストランの運営

　　　　　－　５４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

機能性野菜「ツブリナ」

健康食品試作品

グラシトール しあわせ減糖茶
アグリの

しあわせ健康茶

上：自社工場

右：ツブリナ栽培
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平成２７年度第２回採択事業 鉱工業（信楽焼）

　<近江八幡市>

　　前出産業　株式会社

　地域資源「信楽焼」を活用した
　蓄熱式薪ストーブ開発事業

　　〒523-0015　滋賀県近江八幡市上田町1288-18
　　TEL　0748-37-1647　　FAX　0748-37-1699
　　URL   http://www.maede.co.jp

針葉樹を燃やすことができ、おしゃれな信楽焼パネルの薪ストーブを提供

　従来の薪ストーブは広葉樹が主流であるが、針葉樹間伐材を有効活用するため蓄熱式薪ストーブ

を開発し販売してきた。しかしながら、本体と外装部が耐火セメントに近く、デザイン性が乏しかった。

今回、信楽焼タイルを用い、ユーザーがデザインできる薪ストーブを開発して、デザイン性を高める。

このストーブは、外装パネルを自分でデザインしたり、自由に取り換えられるのも魅力の1つであり、

最終的には、タイルの構図を公開して、信楽焼の窯元が自由にデザインできるようにしていきたい。

　今後、ストーブ販売と並行して、ストーブユーザーに薪を直接販売し、薪をストックできない家庭

に対しては、弊社敷地内での薪小屋サービスと薪の配達サービスを行う計画である。

　< 連携等>

立命館大学、信楽窯業試験場　など

　●代表者　　　 代表取締役　前出 博幸　 ●平成２９年１月頃から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ２，０００万円
　●事業内容　　電子部品受託製造事業

　　　　　　 　　　　金属加工事業

　　　　　 　　　　　業務請負・派遣事業

　　 　　　　　　　　環境事業

　　　　　　 　　　　医療機器製造業

　　　　　－　５５　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

➡
信楽焼きパネルは交換可能

上：自社社屋

左：既存商品

既存商品 信楽焼パネルの新商品
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平成２４年度第２回、２５年度第１回、２７年度第２回、２８年度第２回（販路開拓）採択事業

鉱工業（布帛・ニット縫製品、ふくさ）
　<守山市>

　株式会社　清原

　地域資源「布帛・ニット縫製品」「ふくさ」の
　縫製技術を活かした「包む」小物入れの
　開発・販路開拓事業

　　〒524-0044　滋賀県守山市古高町477-15
　　TEL　077-582-2388　　FAX　077-583-6480
　　URL   http://www.kiyohora-net.co.jp/　

　和奏ブランドの一環として各種「包む」小物商品を開発し包む文化の浸透を図る

　　国内トップシェアを誇る「ふくさ」の縫製・加工技術を活かし、「思いやりをふくさめる」というコンセプト

　で、自社ブランド「和奏」の商品アイテムを充実させてきた。濱ちりめんなど様々な生地を用いながら、

　「化粧筆ふくさ」、「ボトルふくさ」、「母子手帳ふくさ」など、大切な人への贈り物を開発した。

　　事業実績としては、熊野の化粧筆が「なでしこＪＡＰＡＮ」に国民栄誉賞の副賞として贈られたことによ

　り話題性とブランディング効果を得た。また、これまでの開発で商品アイテムが充実してきたので、今

　後、「包む」アイテムのカタログ製作、デザイン・ファッション関係の展示会出展、ホームページの充実

　などを通じて、販路の拡大を目指す。

　< 連携等>

 「熊野筆」のメーカ－、浜ちりめん等県内の繊維素材メ－カ－、京都芸術デザイン専門学校など

試作品（化粧筆ふくさ） （母子手帳ふくさ） 　　　　展示会出展

（日本酒
ふくさ）

（デジカメふくさ）

　●代表者　　　 代表取締役　清原 大晶　 　●平成２５年１０月より販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 １，２５０万円  　　  
　●事業内容　　繊維和雑貨（ふくさ・念珠袋・カ　　

　　　　　　　　　　 －ドケース・のれん）の企画・

　　　　　　　　　　 製造・販売

化粧筆ふくさ

日本酒ふくさ

　　　　　－　５６　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：自社社屋

左：既存商品
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平成２１年度第２回、２２年度第１回、２８年度第１回採択事業 鉱工業（医療・健康機器）

　<大津市>

株式会社 アイティプランツ
　地域資源「医療・健康機器」を活用した
　低カリウム野菜等の　
　栽培システム開発事業

　　　〒520-2264　滋賀県大津市大石東3-5-9
　　　TEL　077-546-0260　　FAX　077-546-0260
　　　URL   http://www.itplants.com/　　

販売中のアイティプランターを進化させ、医療・健康・福祉分野に応用展開する

　当社は、ＰＣに接続して温度・水位・照度などを制御でき、植物の成長状態をモニターできるアイティ

プランターを開発し、販売中である。今回は、さらに進化させ、医療・健康・福祉分野に応用展開する。

現在、糖尿病の透析患者は32万人、透析未導入患者は300万人(2015年)いる。医療現場では、カリ

ウム摂取過剰により緊急搬送されてくる糖尿病患者が絶えず、糖尿病患者は低カリウム野菜を熱望

している。そこで今回、自宅で低カリウム野菜を栽培できるキットを開発することにした。

　新商品は、栽培中の野菜重量を測定できるようにし、野菜重量からカリウム量を推定してタブレット

やスマホで確認できる。また、臨床現場で低カリウム野菜の摂取実験を進め、効果を検証する。

　< 連携等>

順天堂大学医学部附属練馬病院

　●代表者　　　 代表取締役　坂口 嘉之　 ●アイティプランターは平成２３年７月から販売中

　●担当者 　 　 同上

　●資本金  　　 １，２５０万円 「ｱｲﾃｨﾌﾟﾗﾝﾀ-」（機器とｿﾌﾄの販売）
　●事業内容　　室内栽培装置の製造販売　　

　　　　　　　　　　 栽培用苗の販売

　　　　　－　５７　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

アイティプランター

アイティプランター

栽培実施の様子
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平成２８年度第１回採択事業 鉱工業（炭素・黒鉛製品）

　<大津市>

日本黒鉛工業  株式会社

　地域資源「炭素・黒鉛製品」を活用した
　電気自動車関連部品の性能向上を図る
　黒鉛粉末と高機能塗料の試作開発事業

　　〒520-0851　滋賀県大津市唐橋町9番22号
　　TEL　077-537-2098　　FAX　077-537-0703
　　URL  http://www.n-kokuen.com

黒鉛粉末と高機能塗料を試作開発し、電気自動車関連部品の性能向上を図る 

　　当社は、黒鉛粒子をなるべく割らずに、結合力の弱い層間を剥がすような粉砕制御を行うことで、

　黒鉛結晶を崩すことなく、粒子形状を薄片化・微細化する技術を開発している。

　　バッテリーの正、負極に添加する「黒鉛」導電助剤を極薄片化・微細化することで電気抵抗値が下

　がり、充放電容量を増やせ充電時間を短縮でき、バッテリ－の高性能化が図れる。

　　黒鉛を水または有機溶剤に分散させた「高機能塗料」を極薄片化・微細化することで、熱伝導度を

　上げることができ、電気自動車に用いる電磁波・電波障害のシールド材や放熱材の向上が図れる。

　●代表者　　　 代表取締役　渡邊 頼光　 　　●平成３０年度から販売開始予定

　●担当者 　 　 総務部　松尾 嘉浩

　●資本金　 　　９，０００万円
　●事業内容　　黒鉛製品製造販売

　　　　　－　５８　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

石山工場

黒鉛粉末

黒鉛塗料黒鉛原石

プライマー箔
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平成２８年度第１回（開発・販路）採択事業 鉱工業（布帛・ニット縫製品）

　<守山市>

　　　暮らしラボ  
　　
　　地域資源「布帛・ニット縫製品」を
　　活用した生活雑貨開発・販路開拓事業

　　〒524-0213　滋賀県守山市新庄町1172
　　TEL　077-535-5165　　FAX　077-535-5165
　　URL   http://kurashilab.com

滋賀の素材に滋賀の自然や文化をモチーフにしたデザインの生活雑貨を提供する

　当社は滋賀の素材を用いた生活雑貨の製造・販売を行っている。現在は受注生産が主であり、

販路拡大に対応できないので、県内企業の協力を得て、高品質な商品を開発し、量産体制を

確立したい。そこで、滋賀の素材に、滋賀の自然や文化をモチーフにしたデザインをプリントした

生活雑貨を開発・製造することにした。

　生地の作製と染色を、高い技術を持つ県下の業者で行うことで製品の品質を向上できた。また、

素材だけでなく工程全てを県内の業者で行うことになり、"MADE  IN SHIGA"のストーリーが

確立され、より訴求力の高い製品を開発できた。

　●代表者　　　 中村 拓郎　 　●平成２９年１月から販売開始予定

　●担当者 　 　 久保 陽平

　●資本金　　　
　●事業内容　　滋賀の地域資源を用いた

　　　　　　　　　　 生活雑貨の製造・販売

　　　　　－　５９　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：自社社屋

右：試作工程

開発商品（がま口）
各種開発商品
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平成２３年度第２回、２４年度第１回、２５年度第１回、２８年度第２回採択事業

鉱工業（湖東麻織物）
　<愛荘町>

　滋賀麻工業 株式会社

　地域資源「湖東麻織物（近江上布）」
　を活用した
　葦入り洗える麻わた開発事業

　　　〒529-1313　滋賀県愛知郡愛荘町市 583
　　　TEL　0749-42-2525　　FAX　0749-42-4443
　　　URL  http://www.shigaasa.jp/　　

洗える麻わたを進化させ、琵琶湖のヨシが持つ清潔機能を付加した商品を開発

　自社開発の既存商品「洗える麻わた」は、麻わたが持つ優れた吸水放湿性を持ちつつ、洗濯に弱い

という欠点を克服した商品です。この商品に、琵琶湖のヨシが持つ、抗菌性・消臭性・カビ抵抗性等の

清潔機能を付加した商品を開発する。大学や専門家の協力を得て、分析・効果の検証を行い、新製品

の機能を実証しPRする。

　清潔機能を付加することで、高齢化社会の影響で需要が伸びると思われる介護用品関連の市場に

参入する足掛かりとし、少子化により高額品へのシフトが予想される新生児用品の提案を行う。

　< 連携等>

湖東繊維工業協同組合、滋賀県麻織物工業協同組合など

  各種既存商品

　●代表者　　 代表取締役　山田 清和 　●平成２３～２５年の開発品は販売中

　●担当者　　 取締役　　　　小杉 義和

　●資本金　 　２，０００万円　
　●事業内容　麻織物の製造・販売　

　　　　　　　　　 （洋装・和装用生地の製造販売、

　　　　　　　　　洋装・和装製品の製造販売、寝装

　　　　　　　　　品の製造販売、原糸の輸入と販売）

　　　　　　　　　　 洗えるリネンパッド

　　　　　－　６０　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

社 屋

葦わた試作品
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平成２８年度第２回採択事業 鉱工業（医療・健康機器）

　<大津市>

　株式会社

　　地域資源「医療・健康機器」を活用した
　　高齢者生活支援
　　「ｉサポートシステム」の開発事業

　　〒520-0821　滋賀県大津市湖上が丘 19-9
　　TEL　077-522-7699　　FAX　077-522-8758
　　URL  http://www.kinkiyoken.co.jp

住み慣れた地域で暮らし続けるための高齢者向け見守りソリューションを開発する

　　高齢化社会に向けて、住み慣れた地域で暮らし続けるために、高齢者向けの見守りシステムを

　開発することで、地域住民が生き生きと健康に暮らせるようにするとともに、シニア層の活性化も

　図っていく。これと並行して、介護者にかかるストレスを軽減し、「介護離職ゼロ」の実現も目指す。

　　この仕組みが完成し、円滑に運営できるようになると、地域が一体化され、高齢者が住みやすい

　街づくりができる。また、更なるニーズを掘り起こすことが可能になり、このしくみをさらに進化させ、

　より細やかなサービスの提供が可能になる。

　●代表者　　　 代表取締役社長　広田　周一　 　　●平成２９年４月から販売開始予定

　●担当者 　 　 ライフケア事業部　小川　義三

　●資本金　　　 １，８００万円
　●事業内容　　臨床検査事業、薬局事業

　　　　　　　　　　 ライフケア事業

　　　　　－　６１　－

　近畿予防医学研究所

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

サービス付き高齢者向け住宅「ここあ」

ここあ守山

ここあ石山

本社

アプリイメージ
システムイメージ
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平成２８年度第２回採択事業 鉱工業（鮒ずし）

　<大津市>

株式会社　 

　　地域資源「鮒ずし」を活用した
　　石窯ピザの商品開発事業

　　〒520-0048　滋賀県大津市長等2-8-32
　　TEL　077-548-8555　　FAX　077-548-8555
　　URL   http://ishigama.on.omisenomikata.jp/

発酵食品同士の鮒ずしとチーズを組み合わせて、新たな滋賀の特産品を目指す

　当社は、地域の課題を解決する社会起業家集団であり、その一環として、2015年1月より街づくり

会社を兼ねて飲食業に参入し、「滋賀県の食財」×「Ishigama料理」というコンセプトで石窯料理屋を

開業した。近江のこだわり食財と美味しい規格外野菜を活用して、間伐材でピザを焼き、ハンドメイド

と木のぬくもりにこだわった店舗を営業している。

　鮒ずしを活用した石窯ピザのパッケージ商品を開発することにした。鮒ずしとチーズは発酵食品同士

なので相性が良く、石窯ピザとして焼き上げることでアンチョビのような味わいになる。この商品が、

美味しく、健康に良く、食べやすく、近江の地酒に合う、新たな滋賀の特産品となることを目指す。

　< 連携等>

沖島漁業組合、浜大津こだわり朝市、滋賀県酒造組合、大津商工会・近江八幡商工会他

　●代表者　　　 福本 正馬　 　●平成２９年１０月頃から販売開始予定

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 ３００万円
　●事業内容　　飲食業、コンサル業

　　　　　－　６２　－

 Local Development

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

上：店内と石窯

右：店舗外観

石窯ピザ
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平成２６年度第１回、２７年度第１回（販路開拓）採択事業 観光（湖北地域の観光資源）

　<長浜市>

　谷口印刷 株式会社

　地域資源「湖北地域の十一面観音・木之
　本宿等」を活用した観光資源のイラストを
　使用した商品の開発・販路開拓事業

　　〒529-0241　滋賀県長浜市高月町高月618-1
　　TEL　0749-85-2385　　FAX　0749-85-5125 　　　自社印刷設備
　　URL   http://www.taniguchi-printing.com/ 　　　　　　自社社屋

　長浜にある観光資源のイラスト事業を開発し観光面から地域を活性化する

　長浜市は自然豊かで歴史と文化の薫るまちであり、多くの観光資源が点在している。これらの素晴

らしさを若い世代に繋げることや、地域の人に再認識してもらうこと、県内外にこれを発信して観光客

を呼び込むため、長浜の観光資源をイラスト化することにした。

　観光資源の中から専門家に選定を依頼し、40点のイラストを制作した。4回のイラスト展を市内各地

で開催し、啓発活動を実施した。今後もイラスト展を開催しながらイラストを増やし「ながはまふるさと

百景」として100点のイラスト開発を目指す。開発した商品（絵はがき、名刺、クリアファイル、一筆箋

イラストコンテンツ）は、委託販売やネットショップを展開中。

　< 連携等>

　奥びわこ観光協会、長浜北商工会、NPO法人花と観音の里など

　　

　●代表者　　　 代表取締役　立花 丈太郎　

　●担当者 　 　 同上

　●資本金　　　 １，２００万円  　　  
　●事業内容　　印刷業　　　

　　　　　　　　　　 印刷物・Webサイトの企画・

　　　　　　　　　　 デザイン、写真撮影、製版、

　　　　　　　　　　 オフセット印刷、製本

　　　　　－　６３　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の目標値（従来技術・商品、目標商品イメージなど）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）

イラスト例
イラスト展開催風景

平成28年から順次販売中
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平成２４年度第１回・２５年度第１回・２６年度第１回採択事業 観光（琵琶湖など）

　<彦根市>

　ＮＰＯ法人　五環生活
　地域資源（びわ湖ならびに湖東地域）と
　自転車タクシ－・自転車を活用したガイド
　付きツア－の開発事業

　　〒522-0088　滋賀県彦根市銀座町1-4
　　TEL　0749-26-1463　　FAX　0749-29-1245 　上：びわ湖

　右：彦根城

自転車を使った環境に優しいガイド付き観光やびわ湖・湖東地域ツ－リズムを発信

　　環境に優しいエコ活動の高まりから、びわ湖および彦根・湖東地域を中心として自転車を利用した

　ライフスタイルの提案やガイド同行での隠れた観光資源の接触機会増加・発掘を狙う。今回、観光

ツア－サ－ビスを新設し運転手兼ガイドが地域を案内して魅力を深く伝え、乗車率・単価を上げると共　

に、従来交通が不便で利用が進まなかった地域や資源にもスポットを当て地域に貢献する。　

　 事業実績としては、１年目の自転車タクシーでのガイド付き４コースの開発に続き、サイクリングツア

ーの開発を進めた。距離が長くなる分課題点も多くなり、モニターツアーの実施を重ねて課題の明確　　

化とその対策を進めた。専門家にも支援を仰ぎ、ツアー作成マニュアルを確立した。

　< 連携等>

輪の国びわ湖推進協議会、びわ湖・近江路観光圏 近江屋ツア－センタ－、滋賀県旅館生活同業組合

自転車タクシ－「リキシャ」を使った 自転車モニタリングツアー実施状況
ガイド付コースの開発

　●代表者　　　 代表理事　      田中　将人　 　●平成２５年１１月より販売開始

　●担当者 　 　 事務局　理事　 伊藤　真紀

　●資本金　　　  　　  
　●事業内容　　自転車タクシ－の運営、五環　　

　　　　　　　　　　 エコツア－の企画運営、五環

　　　　　　　　　　 カフェの企画運営、五環ワ－ク

　　　　　　　　　　 ショップの調査・企画運営など

　　　　　－　６４　－

事業の概要（目的・商品等の内容）

事業の成果物（事業の実施内容、試作商品などの成果物）

事業者情報 事業化達成状況（商品・販売時期）
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採択事業者 一覧表
　採択事業者 一覧表

採択年度・回 件数 事業者名 住所 地域資源

平成２０年度第１回 1 有限会社 古株牧場 滋賀県蒲生郡竜王町小口字不動前1183-1 農林水産物
2 ＮＰＯ法人　モスグリーンEco 滋賀県犬上郡多賀町一之瀬330 農林水産物
3 滋賀麻工業 株式会社 滋賀県愛知郡愛荘町市583 鉱工業品
4 高橋織物 株式会社 滋賀県高島市新旭町藁園1893 鉱工業品
5 権座・水郷を守り育てる会 滋賀県近江八幡市白王町(白王町集落営農組合内) 農林水産物

平成２１年度第１回 6 新暁会　（シルクライフジャパン） 滋賀県長浜市神照町544 鉱工業品
7 株式会社 日吉 滋賀県近江八幡市北ノ庄町908 農林水産物
8 L・ボーン 株式会社 滋賀県甲賀市信楽町長野1197-2 鉱工業品
9 株式会社 高島循環農業センター 滋賀県高島市安曇川町田中2382 農林水産物
10 吉澤菜園 滋賀県東近江市永源寺町高野町201 農林水産物
11 焙炉(ほいろ)開発共同体 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮540-1 鉱工業品
12 ビーレック 滋賀県湖南市中央5-116-1 農林水産物

平成２１年度第２回 13 染色工房いふう 滋賀県高島市勝野1400 ビレッジ1号館 鉱工業品
14 木村水産 株式会社 滋賀県彦根市後三条町725 鉱工業品
15 アイティプランツ 滋賀県草津市野路東1-1-1 立命館大学内 鉱工業品
16 NPO法人琵琶湖自然浄化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 滋賀県守山市今浜町2620-99-220 農林水産物
17 櫟野生活改善グループ 滋賀県甲賀市甲賀町櫟野982 農林水産物
18 計画工房 滋賀県甲賀市信楽町長野279-1 鉱工業品
19 栗東有機農業生産組合 滋賀県栗東市御園817-5 農林水産物
20 NPO法人小江戸彦根 滋賀県彦根市平田町1128 観　　光
21 株式会社 林与 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770 鉱工業品
22 梅花亭 滋賀県長浜市大戌亥町1031-3 農林水産物
23 有限会社 ラビットハウス 滋賀県近江八幡市出町487-1 観　　光
24 LLP自転車ライフプロジェクト 滋賀県大津市大将軍3-7-10 観　　光
25 有限会社 甲賀もち工房 滋賀県甲賀市甲賀町小佐治2121-1 農林水産物
26 井上仏壇店 滋賀県彦根市芹中町50 鉱工業品
27 近江牛一頭買焼肉　梅安 滋賀県大津市大萱6-1-11 農林水産物
28 大吉商店 株式会社 滋賀県高島市安曇川町田中252 農林水産物

平成２２年度第１回 29 滋賀麻工業 株式会社 滋賀県愛知郡愛荘町市583 鉱工業品
30 アイティプランツ 滋賀県草津市野路東1-1-1立命館大学内 鉱工業品
31 高橋織物 株式会社 滋賀県高島市新旭町藁園1893 鉱工業品
32 有限会社 古株牧場 滋賀県蒲生郡竜王町小口字不動前1183-11 農林水産物
33 NPO法人 モスグリ－ンEco 滋賀県犬上郡多賀町一ノ瀬330 農林水産物
34 丸三ハシモト 株式会社 滋賀県長浜市木之本町木之本1049 鉱工業品
35 日本アドバンストアグリ 株式会社 滋賀県長浜市田村町1281-1 鉱工業品
36 有限会社 池田牧場 滋賀県東近江市和南町2191 農林水産物
37 有限会社 橋本屋 滋賀県長浜市湖北町山本3400 観　　光
38 びわ湖の恵本舗 滋賀県守山市勝部5丁目3-29 農林水産物
39 Rio Pies（ﾘｵ ﾊﾟｲｽﾞ） 滋賀県大津市黒津1丁目1-55 農林水産物
40 明山陶業 株式会社 滋賀県甲賀市信楽町長野1055-1 鉱工業品
41 シルクライフジャパン 株式会社 滋賀県長浜市神照町544 鉱工業品
42 株式会社 高島循環農業センタ－ 滋賀県高島市安曇川町田中2382 農林水産物

平成２２年度第２回 43 株式会社 近江三方庵 滋賀県近江八幡市桜宮町166 農林水産物
44 大久保精工 株式会社 滋賀県草津市野路町683-2 鉱工業品
45 株式会社 ビワライト 滋賀県彦根市岡町52 鉱工業品
46 吉田農園 滋賀県長浜市三川町883 農林水産物
47 井上仏壇店 滋賀県彦根市芹中町50 鉱工業品
48 有限会社 よしうめ 滋賀県高島市安曇川町末広1丁目14 農林水産物
49 ヒサヨシ 滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘本町9丁目444-20 鉱工業品
50 信楽陶器工業協同組合 滋賀県甲賀市信楽町江田985 鉱工業品
51 冨田酒造 有限会社 滋賀県長浜市木之本町木之本1107 農林水産物
52 アサヒ産業 株式会社 滋賀県彦根市下稲葉町256-4 鉱工業品
53 夢来陶房 滋賀県甲賀市信楽町江田68-1 鉱工業品
54 NPO法人 小江戸彦根 滋賀県彦根市平田町1128 鉱工業品
55 有限会社 辻井商店 滋賀県長浜市七条町1266-2 農林水産物
56 株式会社 林与 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770 鉱工業品
57 艸方窯 滋賀県甲賀市信楽町長野925 鉱工業品

平成２３年度第１回 58 有限会社 ユニフル 滋賀県東近江市南須田町348-1 鉱工業品
59 株式会社 菱三陶園 滋賀県甲賀市信楽町長野766 鉱工業品
60 共栄電機工業 株式会社 滋賀県大津市富士見台9-30 鉱工業品
61 東洋化学 株式会社 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008 鉱工業品
62 有限会社 ビ－・イ－・エス・ティ－ 滋賀県大津市月輪5丁目20-7 農林水産物
63 株式会社 丸九製陶所 滋賀県甲賀市信楽町長野770 鉱工業品
64 株式会社 アイ・エム・ティ－ 滋賀県草津市駒井沢町375-26 鉱工業品
65 長岡産業 株式会社 滋賀県大津市粟津町2-61 鉱工業品
66 株式会社 冨久や 滋賀県長浜市大戍亥町665-3 農林水産物
67 明山陶業 株式会社 滋賀県甲賀市信楽町長野1055-1 鉱工業品
68 滋賀麻工業 株式会社 滋賀県愛知郡愛荘町市583 鉱工業品
69 一般社団法人 めいどいんマキノ 滋賀県高島市マキノ町高木浜1丁目5-4 農林水産物
70 NPO法人ﾒｲﾄﾞ・ｲﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 滋賀県東近江市佐野町657 支援事業
71 シルクライフジャパン 株式会社 滋賀県長浜市神照町544 鉱工業品

－　　１０７　－
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採択年度・回 件数 事業者名 住所 地域資源

平成２３年度第２回 株式会社 比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県大津市中央4丁目3-10 鉱工業品
株式会社 木馬 滋賀県近江八幡市桜宮町213-3 農林水産物
浅小井農園 株式会社 滋賀県近江八幡市浅小井町972 農林水産物
株式会社 卯山製陶 滋賀県甲賀市信楽町長野789 鉱工業品
有限会社 かね馬 滋賀県甲賀市信楽町長野1136 鉱工業品
シンコー化工機 滋賀県米原市顔戸2154-2 鉱工業品
近江化成工業 株式会社 滋賀県東近江市宮荘町511 鉱工業品
スターエンジニアリング 株式会社 滋賀県守山市二町町198-1 鉱工業品
日本ロジックス 株式会社 滋賀県大津市中央4丁目3-27 鉱工業品
有限会社 サン愛ブレンド 滋賀県野洲市北桜1192 農林水産物
株式会社 トオツカ種苗園芸 滋賀県草津市大路１丁目15-39 農林水産物
株式会社 パルスパワー技術研究所 滋賀県草津市野村4丁目5-2 鉱工業品
有限会社 ヴァンテック 滋賀県栗東市十里244 鉱工業品
株式会社 丸宮穀粉 滋賀県東近江市伊庭町1940 農林水産物
滋賀県製麺工業協同組合 滋賀県近江八幡市北津田町370-34 農林水産物
株式会社 林与 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770 鉱工業品
株式会社 高島循環農業センター 滋賀県高島市安曇川町田中2382 農林水産物
有限会社 聖和デンタル 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5龍谷大学 REC201 鉱工業品

81

冨田酒造 有限会社 滋賀県長浜市木之本町木之本1107 農林水産物

平成２４年度第１回

82

株式会社 清原 滋賀県守山市古高町477-15 鉱工業品

83

株式会社 ニュ－リ－・土山 滋賀県甲賀市土山町北土山979 鉱工業品

84

有限会社 田中印刷所 滋賀県彦根市小泉町1042-1 鉱工業品

85

ＮＰＯ法人 五環生活 滋賀県彦根市銀座町1-4 観　　光

86

株式会社 リスペクト 滋賀県大津市仰木6丁目3-38 農林水産物

87

おうみ冨士農業協同組合 滋賀県守山市吉身3丁目7-6 農林水産物

88

株式会社 北びわこ水産 滋賀県長浜市田村町1234 鉱工業品

89

柒＋（ナナプラス） 滋賀県彦根市新町39 鉱工業品

90

ＬａＬａ Ｃａｍｙ 滋賀県草津市野村町5丁目16-9 鉱工業品

91

有限会社 ビ－・イ－・エス・ティ－ 滋賀県大津市月輪5-20-7 農林水産物

92

株式会社 丸九製陶所 滋賀県甲賀市信楽町長野770 鉱工業品

93

有限会社 和晃プラスチック 滋賀県甲賀市土山町大野4810-1 鉱工業品

94

東洋化学株式会社 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008 鉱工業品

95

株式会社 テクノサイエンス 滋賀県守山市水保町2477 鉱工業品

96

日本緑茶株式会社 滋賀県甲賀市土山町市場388 農林水産物

97

一般社団法人 比良里山クラブ 滋賀県大津市横木2丁目25-12 農林水産物

98

株式会社 滋賀のええもんや 滋賀県大津市浜町9-28 農林水産物

99

明山陶業株式会社 滋賀県甲賀市信楽町長野1055-1 鉱工業品

平成２４年度第２回

100

日本スタッドウェルディング株式会社 滋賀県東近江市五個荘小幡町474 鉱工業品

101

株式会社 カワサキ 滋賀県近江八幡市中村町690 鉱工業品

102

有限会社 かね馬 滋賀県甲賀市信楽町長野1136 鉱工業品

103

アガタ電子株式会社 滋賀県大津市月輪一丁目13-4 鉱工業品

104

田中建材株式会社 滋賀県高島市今津町今津1677-14 鉱工業品

105

株式会社 ラ・余呉湖はごろも 滋賀県長浜市余呉町中之郷926 農林水産物

106

株式会社 ワ－クス松下 滋賀県大津市堂2丁目5-7 鉱工業品

107

松尾バルブ工業株式会社 滋賀県彦根市外町245 鉱工業品

108

生成会 滋賀県甲賀市信楽町畑35-1 鉱工業品

109

中川木工芸 比良工房 滋賀県大津市大物731-1 鉱工業品

110

星野科学株式会社 滋賀県長浜市田村町1189-3 農林水産物

111

株式会社 アオヤマエコシステム 滋賀県大津市瀬田神領町40-3 鉱工業品

112

株式会社 パルスパワ－技術研究所 滋賀県栗東市小柿9丁目11-36 鉱工業品

113

株式会社 丸宮穀粉 滋賀県東近江市伊庭町1940 農林水産物

114

有限会社 サン愛ブレンド 滋賀県野洲市北桜1192 農林水産物

115

近江化成工業株式会社 滋賀県東近江市宮荘町511 鉱工業物

平成２５年度第１回 125 NPO法人五環生活 滋賀県彦根市銀座町1-4 観　　光
126 株式会社リンケージファーム高島 滋賀県高島市マキノ町小荒路844-1 農林水産物
127 ラ・パティスリー・ナチュール 滋賀県大津市大菅1丁目14-10 農林水産物
128 NPO法人百菜劇場 滋賀県近江八幡市北之荘町401 農林水産物
129 協和工業株式会社 滋賀県東近江市小田苅町1790 鉱工業品
130 株式会社イマック 滋賀県守山市幸津川町1551 鉱工業品
131 マザーレイクプロダクツ 滋賀県東近江市佐野町657 鉱工業品
132 アイディエー テクニカル サポート 滋賀県近江八幡市武佐町559-1 鉱工業品
133 合同会社シンプレスト 滋賀県米原市下多良2-137 鉱工業品
134 合同会社アシュトック 滋賀県大津市秋葉台35-55 鉱工業品
135 株式会社ナカサク 滋賀県湖南市高松町1 鉱工業品
136 大阪ウェルディング工業株式会社 滋賀県甲賀市水口町宇川1426-10 鉱工業品
137 清音ミュージック 滋賀県長浜市大井町249 鉱工業品
138 川添材木店 滋賀県彦根市河原3丁目4-9 鉱工業品
139 有限会社和晃プラスチック 滋賀県甲賀市土山町大野4810-1 鉱工業品
140 有限会社ヴァンテック 滋賀県栗東市十里244 鉱工業品
141 有限会社田中印刷所 滋賀県彦根市小泉町1042-1 鉱工業品
142 株式会社清原 滋賀県守山市古高町477-15 鉱工業品
143 株式会社テクノサイエンス 滋賀県守山市水保町2477 鉱工業品
144 株式会社丸九製陶所 滋賀県甲賀市信楽町長野770 鉱工業品

－　　１０８　－
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平成２５年度第２回 145 株式会社湖西観光 滋賀県大津市苗鹿2丁目30-7 観　　光
146 いぶきファーム 滋賀県米原市大久保917 農林水産物
147 株式会社鮎家 滋賀県野洲市吉川4187 農林水産物
148 滋賀県日本調理技能士会 滋賀県大津市雄琴6丁目1-35 農林水産物
149 NPO法人まちづくりびわ 滋賀県長浜市落合町680-3 農林水産物
150 大湖産業株式会社 滋賀県東近江市種町1736 農林水産物
151 喜多酒造株式会社 滋賀県東近江市池田町1129 農林水産物
152 カフェ アプリ 滋賀県栗東市綣2丁目1-28 農林水産物
153 有限会社サン愛ブレンド 滋賀県野洲市北桜1192 農林水産物
154 星野科学株式会社 滋賀県長浜市田村町1189-3 農林水産物
155 株式会社杉岡織布 滋賀県高島市新旭町太田1700 鉱工業品
156 ジョイント ノア 滋賀県草津市青池町658-35 鉱工業品
157 ジプコム合同会社 滋賀県長浜市弥高町16 鉱工業品
158 日本ヴィクトリック株式会社 滋賀県栗東市霊仙寺3丁目14-63 鉱工業品
159 Auto-IDフロンティア株式会社 滋賀県守山市浮気町300-19 鉱工業品
160 有限会社山脇バネ製作所 滋賀県草津市笠山2丁目9-26 鉱工業品
161 東洋化学株式会社 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008 鉱工業品
162 長岡産業株式会社 滋賀県大津市粟津町2-61 鉱工業品
163 近江化成工業株式会社 滋賀県東近江市宮荘町511 鉱工業品
164 日本スタッドウェルディング株式会社 滋賀県東近江市五個荘小幡町474 鉱工業品
165 株式会社カワサキ 滋賀県近江八幡市中村町690 鉱工業品
166 株式会社パルスパワー技術研究所 滋賀県栗東市小柿9丁目11-36 鉱工業品

平成２６年度第１回 167 谷口印刷株式会社 滋賀県長浜市高月町高月618-1 観　光
168 NPO法人五環生活 滋賀県彦根市銀座町1-4 観　光
169 笑Coっ娘くらぶ 滋賀県野洲市小篠原2111-6 農林水産物
170 有限会社ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙｽﾞ紀伊國屋 滋賀県大津市伊香立上龍華町673 農林水産物
171 有限会社バランス 滋賀県甲賀市信楽町長野1497-57 農林水産物
172 艸方窯 滋賀県甲賀市信楽町長野925 鉱工業品
173 株式会社渡邊美術工藝 滋賀県長浜市三ツ矢元町15-30 鉱工業品
174 浜縮緬工業協同組合 滋賀県長浜市祇園町871 鉱工業品
175 NPO法人びわ湖トラスト 滋賀県大津市浜大津5丁目1-1 鉱工業品
176 株式会社ニシザキ 滋賀県犬上郡多賀町土田480 鉱工業品
177 株式会社イマック 滋賀県守山市幸津川町1551 鉱工業品
178 有限会社ヴァンテック 滋賀県栗東市十里244 鉱工業品
179 有限会社和晃プラスチック 滋賀県甲賀市土山町大野4810-1 鉱工業品
180 株式会社林与 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770 鉱工業品
181 株式会社丸九製陶所 滋賀県甲賀市信楽町長野770 鉱工業品
182 田中建材株式会社 滋賀県高島市今津町今津1677-14 鉱工業品
183 Oral Bio Design 株式会社 滋賀県彦根市新開浜2丁目11-12 鉱工業品

平成２６年度第２回 184 株式会社JOYSEED 滋賀県東近江市伊庭町215-35 観　光
185 株式会社ひこね新開館 滋賀県彦根市新海町2191 農林水産物
186 有限会社グリーン藤栄 滋賀県高島市安曇川町四津川614 農林水産物
187 有限会社ライスステーションタカシマ 滋賀県高島市安曇川町北船木1649 農林水産物
188 旭川庵 滋賀県彦根市高宮町2235 鉱工業品
189 廣瀬バルブ工業株式会社 滋賀県彦根市安清町2-34 鉱工業品
190 美成産業株式会社 滋賀県彦根市後三条町138 鉱工業品
191 コトワ靴製作所 滋賀県近江八幡市八幡町336 鉱工業品
192 株式会社メディカルフロント 滋賀県草津市野路東1-1-1立命館大学BKCｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 鉱工業品
193 スマック株式会社 滋賀県大津市木下町18-8 鉱工業品
194 日本カロライズ工業株式会社 滋賀県湖南市大池町8 鉱工業品
195 株式会社山崎 滋賀県草津市東矢倉1丁目1-17 鉱工業品
196 株式会社ユージ産業 滋賀県草津市木川町844-5 鉱工業品
197 株式会社ナルディック 滋賀県草津市追分南3丁目26-23 鉱工業品
198 ハヤシムセン 滋賀県東近江市宮川町244-560 鉱工業品
199 上原酒造株式会社 滋賀県高島市新旭町太田1524 鉱工業品
200 中川木工芸　比良工房 滋賀県大津市大物731-1 鉱工業品
201 株式会社杉岡織布 滋賀県高島市新旭町太田1700 鉱工業品
202 長岡産業株式会社 滋賀県大津市粟津町2-61 鉱工業品
203 株式会社やまじょう 滋賀県湖南市下田3335 農林水産物
204 滋賀県製麺工業協同組合 滋賀県近江八幡市北津田町370-34 農林水産物
205 株式会社アオヤマエコシステム 滋賀県大津市神領町40-3 鉱工業品

－　　１０９　－
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平成２７年度第１回 206 有限会社さくや 岐阜県岐阜市北鶉1-59 農林水産物
207 琵琶水産有限会社 滋賀県高島市今津町浜分612-4 農林水産物
208 GoccisoSama 滋賀県湖南市正福寺1309-175 農林水産物
209 株式会社魚力 滋賀県長浜市木之本町木之本1565 農林水産物
210 神保真珠商店 滋賀県大津市桜野町1-15-16 農林水産物
211 有限会社成子紙工房 滋賀県大津市桐生2丁目14-26 鉱工業品
212 株式会社フロントラインプロダクション 滋賀県大津市唐崎3-1-18 鉱工業品
213 株式会社アプライド・モレクトロニクス 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 龍谷大学REC 鉱工業品
214 株式会社清水鐵工所 滋賀県彦根市安清町4-16 鉱工業品
215 株式会社金壽堂 滋賀県東近江市長町273 鉱工業品
216 株式会社エナシステム 大阪府枚方市伊加賀北町3-6 鉱工業品
217 有限会社小川顕三陶房 滋賀県甲賀市信楽町長野755-1 鉱工業品
218 株式会社秋山商会 滋賀県米原市間田字大向289 鉱工業品
219 アクトシステムズ株式会社 滋賀県草津市大路1-1-1エルティ932-4F-B15 鉱工業品
220 株式会社古川与助商店 滋賀県大津市桐生3丁目12-1 鉱工業品
221 琵琶湖底泥資源化グループ 滋賀県甲賀市信楽町江田589　日産陶業株式会社内 鉱工業品
222 Oral Bio Design 株式会社 滋賀県彦根市新開浜2-11-12 鉱工業品
223 協和工業株式会社 滋賀県東近江市小田苅町1790 鉱工業品
224 株式会社千成亭 滋賀県彦根市平田町808 農林水産物
225 株式会社昭和バルブ製作所 滋賀県彦根市小泉町155-9 鉱工業品
226 谷口印刷株式会社 滋賀県長浜市高月町高月618-1 観光資源
227 株式会社イマック 滋賀県守山市幸津川町1551 鉱工業品
228 日本アドバンストアグリ株式会社 滋賀県長浜市末広町617-1 鉱工業品

平成２７年度第２回 229 魚石 滋賀県大津市和邇今宿898 農林水産物
230 株式会社Do.ベガHOME 滋賀県草津市大路1-1-1エルティ932-4F-A5 農林水産物
231 馬場信行 滋賀県彦根市南三ツ谷町1077 農林水産物
232 古代米すいらん 滋賀県近江八幡市永原町中12　尾賀商店内 農林水産物
233 enSeisuiえんせいすい 滋賀県草津市野路町1267-2 農林水産物
234 株式会社松島フーズ 滋賀県野洲市八夫650番地 農林水産物
235 株式会社　清原織物 滋賀県守山市播磨田町1348-3 農林水産物
236 株式会社ひらつか建築 滋賀県犬上郡多賀町多賀1835-1 農林水産物
237 株式会社木馬 滋賀県近江八幡市桜宮町213-3 農林水産物
238 有限会社バランス 滋賀県甲賀市信楽町長野1497-57 農林水産物
239 MOSHIMO研 滋賀県守山市水保町1330-6 鉱工業品
240 前出産業株式会社 滋賀県近江八幡市上田町1288-18 鉱工業品
241 草津電機株式会社 滋賀県草津市東草津2丁目3番38号 鉱工業品
242 日光精器株式会社 滋賀県近江八幡市馬渕町2660 鉱工業品
243 株式会社ユージ産業 滋賀県草津市木川町844-5 鉱工業品
244 株式会社清原 滋賀県守山市古高町477-15 鉱工業品
245 長岡産業株式会社 滋賀県大津市粟津町2-61 鉱工業品
246 株式会社メディカルフロント 滋賀県草津市野路東1-1-1立命大BKCｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 鉱工業品
247 スマック株式会社 滋賀県大津市木下町18-8浜大津アネックスビル 鉱工業品
248 株式会社杉岡織布 滋賀県高島市新旭町太田1700 鉱工業品
249 廣瀬バルブ工業株式会社 滋賀県彦根市芹川町古川436 鉱工業品
250 株式会社マンアップ 滋賀県大津市京町4丁目5-23 農林水産物
251 吉田忠 滋賀県長浜市西浅井町菅浦1479-2番地 観光資源
252 大湖産業株式会社 神奈川県藤沢市湘南台6-6-3 農林水産物

平成２８年度第１回 253 Blink 滋賀県大津市大石富川1-12-23 農林水産物
254 株式会社福月 滋賀県高島市安曇川町五番領140-1 農林水産物
255 株式会社滋賀のええもんや 滋賀県大津市丸の内町4-46 農林水産物
256 PIA株式会社 滋賀県野洲市須原225番地 農林水産物
257 有限会社大井農園 滋賀県守山市洲本町1917番地 農林水産物
258 丸松木材株式会社 滋賀県彦根市古沢町646 農林水産物
259 株式会社植杢 滋賀県高島市新旭町熊野本984-2 農林水産物
260 栗東総合産業株式会社 滋賀県栗東市十里244番地 農林水産物
261 お好み焼千駒 滋賀県高島市安曇川町西万木832-7 鉱工業品
262 株式会社近江ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｧﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 滋賀県大津市松原町17番25-102号 鉱工業品
263 株式会社林与 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1770番地 鉱工業品
264 協栄建設株式会社栗東支店 滋賀県栗東市御園1010 農林水産物
265 株式会社ACTY Power 滋賀県栗東市出庭900-1 鉱工業品
266 有限会社ヴァンテック 滋賀県栗東市十里244番地 鉱工業品
267 株式会社アイティプランツ 滋賀県大津市大石東3-5-9 鉱工業品
268 日本黒鉛工業株式会社 滋賀県大津市唐橋町9番22号 鉱工業品
269 株式会社昭和バルブ製作所 滋賀県彦根市小泉町155-9 鉱工業品
270 有限会社成子紙工房 滋賀県大津市桐生2丁目14番26号 鉱工業品
271 株式会社清水鐵工所 滋賀県彦根市安清町4番16号 鉱工業品
272 暮らしラボ 滋賀県守山市新庄町1172 鉱工業品
273 Oral Bio Design株式会社 滋賀県彦根市新海浜2丁目11番地12号 鉱工業品
274 有限会社リバーフィールド 滋賀県近江八幡市八幡町３３６ 鉱工業品
275 株式会社アプライド・モレクトロニクス 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 龍谷大学REC 鉱工業品
276 艸方窯 滋賀県甲賀市信楽町長野925 鉱工業品
277 株式会社ビワライト 滋賀県彦根市岡町52 鉱工業品



－  69  －

採択年度・回 件数 事業者名 住所 地域資源

平成２８年度第２回 278 奥永源寺資源活性化の会 滋賀県東近江市北坂町635番地 農林水産物
279 横山定治 滋賀県大津市南郷2丁目26-24 農林水産物
280 株式会社 アンデケン 滋賀県近江八幡市鷹飼町５５１ 農林水産物
281 神保真珠商店 滋賀県大津市桜野町1-15-16 農林水産物
282 スリールパティシエオガワ 滋賀県彦根市肥田町1005-6 農林水産物
283 株式会社千紀園 滋賀県草津市上笠2-11-8 農林水産物
284 株式会社政所園 滋賀県彦根市錦町3-15 農林水産物
285 琵琶水産有限会社 滋賀県高島市今津町浜分612-4 農林水産物
286 滋賀麻工業株式会社 滋賀県愛知郡愛荘町市583番地 鉱工業品
287 長岡産業株式会社 滋賀県大津市粟津町2番61号 鉱工業品
288 株式会社近畿予防医学研究所 滋賀県大津市湖城が丘19-9 鉱工業品
289 株式会社トオツカ種苗園芸 滋賀県草津市大路1丁目15-39 鉱工業品
290 株式会社Local　Development 滋賀県大津市長等2-8-32 鉱工業品
291 廣瀬バルブ工業株式会社 滋賀県彦根市芹川町435 鉱工業品
292 スマック株式会社 滋賀県大阪市中央区城見2-1-61 鉱工業品
293 草津電機株式会社 滋賀県草津市東草津2丁目３番３８号 鉱工業品
294 地域おこし協力隊前川真司 滋賀県東近江市君ヶ畑町844 農林水産物
295 丸安茶業株式会社 滋賀県甲賀市土山町頓宮267 農林水産物
296 株式会社アートプラン 滋賀県彦根市川瀬馬場町750-7 鉱工業品
297 株式会社ひらつか建築 滋賀県犬上郡多賀町多賀1835-1 農林水産物
298 株式会社杉岡織布 滋賀県高島市新旭町太田1700 鉱工業品
299 株式会社メディカルフロント 滋賀県草津市野路東1-1-1立命館大学BKCｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 鉱工業品
300 協和工業株式会社 滋賀県東近江市小田苅町1790番地 鉱工業品
301 合同会社シンプレスト 滋賀県米原市岩脇511-34 鉱工業品
302 有限会社小川顕三陶房 滋賀県甲賀市信楽町長野755-1 鉱工業品
303 美成産業株式会社 滋賀県彦根市後三条町138 鉱工業品
304 株式会社清原 滋賀県守山市古高町477-15 鉱工業品

－　　１０９　－

［ファンドロゴマーク］についてのお知らせ

しが新事業応援ファンド助成金交付事業のロゴマークを作成しました。

しが新事業応援ファンド助成金事業に採択され開発された商品やそのカタ

ログ等に付けることもできます。

詳細は滋賀県産業支援プラザのファンド担当者にお問い合わせください。
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応募および採択状況応募および採択状況

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 累計

応募 27 42 46 42 55 54 43 54 80 443

採択 5 23 29 33 34 42 39 47 52 304

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 累計

終了件数 5 22 26 31 30 38 36 2 190

事業化達成件数 4 17 21 23 21 15 17 1 119

－　７０　－

・平成２６年度までに採択された２０５件に対し、終了できたのは１８８件（９２％）だった。また、終了できた案件のうち、
事業化達成は１１８件（６２％）だった。

・当助成金の認知度が高まり、応募件数は増加傾向にある。特に平成２８年度は応募件数が５０％近く増加して、８０
件になった。

・当初低かった採択率は、事業計画のブラッシュアップにより開発内容がレベルアップした結果９０％近くになったが、
応募件数が増加した平成２８年度は、６５％に低下した。

・開発案件毎に、事業を終了した件数と、事業化を達成できた（開発した新商品が売上に結び付いた）件数を示した。
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極めて高い採択率！！ （平均採択率 ６９％）

事業化達成率 ６２％
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事業化達成状況の推移応募および採択状況

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 累計

応募 27 42 46 42 55 54 43 54 80 443

採択 5 23 29 33 34 42 39 47 52 304

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 累計

終了件数 5 22 26 31 30 38 36 2 190

事業化達成件数 4 17 21 23 21 15 17 1 119

－　７０　－

・平成２６年度までに採択された２０５件に対し、終了できたのは１８８件（９２％）だった。また、終了できた案件のうち、
事業化達成は１１８件（６２％）だった。

・当助成金の認知度が高まり、応募件数は増加傾向にある。特に平成２８年度は応募件数が５０％近く増加して、８０
件になった。

・当初低かった採択率は、事業計画のブラッシュアップにより開発内容がレベルアップした結果９０％近くになったが、
応募件数が増加した平成２８年度は、６５％に低下した。

・開発案件毎に、事業を終了した件数と、事業化を達成できた（開発した新商品が売上に結び付いた）件数を示した。
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図２、年度別の事業終了件数と事業化達成件数の推移

（平成２８年３月３１日現在）

極めて高い採択率！！ （平均採択率 ６９％）

事業化達成率 ６２％

事業化達成状況

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 累計

終了事業者 2 19 24 25 25 24 23 142

事業化達成事業者 2 12 16 16 13 14 15 88

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 累計

助成金支払額（千円） 4,947 40,631 31,495 54,365 44,691 50,869 53,426 280,424

新商品売上額（千円） 987 20,739 99,171 204,071 617,393 491,738 558,447 1,992,546

・年度毎に、支払った助成金額と新商品売上額を示した。

－　７１　－

・図２が開発案件毎であるのに対し、図３は事業者毎である。当該年度に、新たに事業を終了した事業者と、事業化達成でき
た事業者を示した。

・事業を終了できた事業者は１４２社であり、事業化達成できた事業者は８８社である。達成率６２％。

・助成金支払額累計は２．８億円（平均４，０００万円/年）に対し、新商品売上額累計は１９．９億円（平均２．８億円/年）であ
る。助成金支払額に対し新商品売上高は7倍になっており、大きな成果が出ている。
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図４、年度別の助成金支払額と新商品売上額の推移

（平成２８年３月３１日現在）

事業化達成事業者割合 ６２％

大きな助成金効果！！ 新商品売上高は助成金支払額の７倍
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滋賀県が
指定する 地域産業資源 一覧表

 （平成28年6月現在）

（１）農林水産物〔５７件（既指定済み４９件）〕
愛彩菜、あいとう梨、愛東ぶどう、あいとうメロン、あおばな（青花）、赤丸かぶ、朝宮茶、安土信長葱、アドベリー（ボイズンベリー）、伊
吹大根、永源寺の桑、近江牛、近江しゃも、近江の茶、近江の伝統野菜、近江八幡市水郷ブランド農産物(かぶら、北之庄菜、大根、蓮
根、人参、玉ねぎ、さつまいも、じゃがいも、里芋、山芋、ごぼう、青菜類（春菊、水菜、壬生菜、小松菜、ほうれん草、レタスその他青菜
類）、花菜、ねぎ、キャベツ、白菜、ブロッコリー、なす、かぼちゃ、きゅうり、青唐、うり、枝豆、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、ト
マト、ピーマン、にんにく、アスパラガス、スイートコーン、いちご、柿、栗、スイカ、ぶどう、メロン、桃、さくらんぼ、梅、梨、いちじく、マ
ンゴー、ゆず)、近江米、環境こだわり農産物（小豆、水稲、そば、大豆、はとむぎ、麦、赤かぶ、アスパラガス、いちご、いんげん、うど、う
り、えだまめ、大かぶ、かぼちゃ、かんぴょう、キャベツ、きゅうり、こかぶ、こまつな、ごぼう、さつまいも、さといも、さんとうさい、しそ、
しゅんぎく、しろな、じゃがいも、すいか、スイートコーン、たまねぎ、たらの芽、だいこん、チンゲンサイ、とうがらし類、トマト、なす、な
ばな、にんじん、にんにく、ねぎ、ハーブ、はくさい、葉だいこん、ひのな、ピーマン、ふき、ブロッコリー、ほうれんそう、まくわうり、実え
んどう、みずな、みつば、ミニトマト、みぶな、みょうが、メロン、ヤーコン、やまのいも、よもぎ、ルッコラ、レタス、わさびな、いちじく、う
め、かき、くり、さくらんぼ、なし、パッションフルーツ、ぶどう、ベリー類、もも、ゆず、あおばな、桑、茶、なたね、きく、ストック、ばら、ゆり、
いね科牧草、混播牧草、飼料用稲、ソルガム、トウモロコシ）、北之庄菜、北山茶、草津メロン、原木椎茸、小泉紅かぶら、古代米、金勝産
森林認証材、滋賀羽二重糯、篠原糯、下田なす、セタシジミ、そば、山菜（山ウド、タラの芽）、蓼、土山茶、菜の花、ニジマス、秦荘やまい
も、彦根梨、彦根りんご、日野菜、琵琶湖からすま蓮根、びわ湖材、琵琶湖産鮎、琵琶湖産魚介類（ビワマス、アマゴ、サツキマス、ヤマ
メ、サクラマス、イワナ、アユ、ワカサギ、タモロコ、ホンモロコ、スゴモロコ、デメモロコ、ビワヒガイ、ニゴイ、ツチフキ、カマツカ、ゼゼ
ラ、モツゴ、ウグイ、アブラハヤ、タカハヤ、ヌマムツ、カワムツ、オイカワ、ハス、ワタカ、ギンブナ、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、コイ、
カネヒラ、ドジョウ類、ナマズ、イワトコナマズ、ビワコオオナマズ、ギギ、ウナギ、ヨシノボリ類、シジミ、タニシ類、イシガイ類、エビ類、
スッポン）、琵琶湖のヨシ、琵琶湖八珍、びわサーモン（養殖ビワマス）、ビワパール、政所茶、万葉の植物「ムラサキ」、南浜ぶどう、む
べ、もち麦、もりやまのばら、守山メロン、ヤーコン、余呉湖のわかさぎ、余呉のエゴマ

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術〔４６件（既指定済み４６件）〕
尼子そば、伊吹もぐさ、医療・健康機器、永源寺のこんにゃく、近江雁皮紙、近江下田焼、近江商人の食文化（泥亀汁、丁子麩のからし
合え、ごま豆腐、うめご飯等）、近江真綿、大津絵、餝金具、鴨鍋、木彫工芸品（上丹生の木彫り）、金属製品、甲賀の酒、甲賀・日野の薬、
湖魚の食文化（湖魚のなれずし、湖魚の佃煮、アメノイオご飯）、湖東麻織物（近江上布）、滋賀の地酒、信楽焼、高島扇骨、高島綿織物

（高島クレープ、高島楊柳、高島帆布、高島ちぢみ）、竹細工、丁字麩、丁稚羊羹、電子機器、八幡赤こんにゃく、八幡瓦（鬼瓦）、八幡靴、
浜ちりめん、浜仏壇、はん用機械器具、彦根バルブ、彦根仏壇、彦根ファンデーション（下着・補正着）、ビロード、プラスチック製品、ふく
さ、鮒ずし、炭素・黒鉛製品、布帛・ニット縫製品、梵鐘、水口かんぴょう、木珠（木製数珠）、焼鯖そうめん、湯葉（ゆば）、和楽器糸（三味線
糸、琴糸）

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源〔１８２件（既指定済み１７４件）〕
あいとうマーガレットステーション、アグリパーク竜王、阿自岐神社庭園、安土城跡、姉川上流山村地域、姉川古戦場、粟津貝塚、伊崎
寺の竿飛び、石積みの門前町坂本、石場津の常夜燈、石山貝塚、石山寺、伊庭の水郷、伊吹の里、伊吹山、今津町のザゼンソウ群落、
岩間寺、ヴォーリス建築物、浮御堂、埋木舎、永源寺桜、生杉のブナ原生林、近江国庁跡、近江商人商家の町並み、近江商人屋敷（金堂
の町並みと川並地区）、近江神宮、近江八幡の水郷、近江母の郷、近江妙蓮（ハス）の群生地、大沙川隧道、大笹原神社、大瀧神社、大
津祭、大溝城下町、大溝の水辺景観、沖島、奥永源寺渓流の里、雄琴温泉、小谷城跡、お浜御殿 庭園、尾上温泉、オランダ堰堤、園城寺

（三井寺）、鎌掛谷ホンシャクナゲ群落、海津大崎の桜並木、柏原宿、葛川明王院、金貝遺跡の神社遺構、唐崎の松、烏丸半島のハス
の群生、河内の風穴、観音寺城跡、木地師発祥の地、木之本宿、旧秀隣寺庭園、旧南郷洗堰、京極氏遺跡群、草津宿、菌神社、朽木池の
沢庭園、国指定史跡 草津宿本陣、グリーンパーク山東、黒壁ガラス館、玄宮楽々園、甲賀忍者発祥の地、荒神山古墳、光徳寺、湖西の
松林、湖東三山（西明寺、金剛輪寺、百済寺）、湖東焼の窯元、湖南三山（常楽寺・長寿寺・善水寺）、湖北地域の十一面観音、湖北水鳥
公園、古保利古墳群、金勝寺、こんぜの里りっとう、斎王群行、西教寺、醒井宿、佐和山城跡、塩津港遺跡、塩野温泉・宮乃温泉、滋賀県
醒井養鱒場、信楽焼の窯元、慈眼寺、賤ヶ岳（賤ヶ岳古戦場）、清水山城館跡、十二坊温泉ゆらら、祥瑞寺、白鬚神社、瑞石山 永源寺、膳
所城跡、せせらぎの里こうら、瀬田唐橋、瀬田川、瀬田丘陵生産遺跡群、大通寺、大門池、高島市海津・西浜・知内の水辺景観、高島市
針江・霜降の水辺景観、高島の古式水道（日吉山山水水道・市場）、多賀大社、高宮宿・鳥居本宿（中山道宿場町）、田川カルバート、建
部大社、建部大社船幸祭、太郎坊宮（太郎坊阿賀神社）、竹生島、中央分水嶺・高島トレイル、長命寺、都久夫須麻神社、葛籠尾崎湖底
遺跡、手織りの里 金剛苑、東海道 石部宿、東海道 土山宿、東海道 水口宿、陶芸の森、藤樹書院跡、堂ノ上遺跡、冨田人形、中山道 武
佐宿、中山道 守山宿、長岡ゲンジボタルの生息地、長浜曳山まつり、七曲がり仏壇街、苗村神社、西の湖、西野水道、布引焼の窯元、
梅花藻の群生地、白砂青松の近江舞子浜、白砂青松の真野浜、畑の棚田、八幡堀、花しょうぶ通り、春の古例大祭（多賀まつり）、比叡
山延暦寺、東近江大凧、彦根城、彦根城表御殿（彦根城博物館）、日野曳山祭、兵主神社庭園、日吉大社、日吉大社山王祭、比良暮雪、
琵琶湖、琵琶湖疏水、琵琶湖の伝統漁法、琵琶湖のヨシの群生地、びわこ文化公園、びわ湖遊覧船、敏満寺跡、文芸の郷、豊公園、宝厳
寺、本福寺、米原宿、松尾寺史跡、丸子船、万灯祭、御上神社、三島池、水口岡山城、水口曳山祭、メタセコイア並木、守山ゲンジボタル
の生息地、守山宿 町家 うの家、矢川神社、八ツ淵の滝、矢取地蔵、山本山・山本山城跡、夢京橋キャッスルロード、余呉湖、横田の渡の
常夜灯、横山岳、鎧堰堤、四番町スクエア、櫟野寺、龍王寺、霊仙山、霊仙三蔵記念堂、若宮神社

（注）地域産業資源には対象地域が指定されていますので、滋賀県のHP又はファンドの応募要領で確認ください。



しが新事業応援ファンド助成金交付事業

Vol.5  ［平成28年度版］
事 業 実 施 事 例 集琵琶湖

滋賀県大津市打出浜2-1コラボしが21 2階
077-511-1412

琵
琶
湖

滋賀県
産業支援プラザ

琵琶湖ホテル

京
阪
京
津
線

浜大津

島ノ関
石場

大津IC

GS

関西
アーバン
銀行

Aスクエア

近鉄
百貨店

うばがもち JR
琵
琶
湖
線

JR
東
海
道
新
幹
線

名
神
高
速
道
路

立命館大学草津JCT

タカラ
バイオ

タカラ
バイオ

きんでん

GS

コンビニ

パナソニック

新名神高速道路

か
が
や
き
通
り

京
滋
バ
イ
パ
ス

JR
南草
津駅

※お車の場合は点線のルートをご利用下さい

県庁

上
栄
町

名神高速道路

JR大
津駅

膳所
米原市役所

中央公民館

平和堂
免許
センター

JR膳所駅

と
き
め
き
坂

京阪石山坂本線

びわ湖
ホール

NHK
大津パルコ

大津草津線

なぎ
さ通
り

JR琵
琶湖線

161 1

1

1

8

Ｊ
Ｒ
米
原
駅

米原SOHO
ビジネスオフィス

草津SOHO
ビジネスオフィス

Ｊ
Ｒ
草
津
駅

南田山

野路中央

滋賀県立
テクノファクトリー

創業支援課 ファンド事業実施事例集
発行：公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号
TEL ：077-511-1412　FAX：077-511-1418
E-mail：in@shigaplaza.or.jp
URL：http://www.shigaplaza.or.jp/

滋賀県産業支援プラザ

TEL

滋賀県草津市大路1丁目1-1エルティ932 4階
077-566-8121

草津SOHOビジネスオフィス

TEL
滋賀県草津市野路東7丁目3-46

077-516-0410

滋賀県立テクノファクトリー

TEL

滋賀県米原市下多良2-137 文化産業交流会館 4階
0749-52-9200

米原SOHOビジネスオフィス

TEL

「しが新事業応援ファンド助成金交付事業」
についてのお問い合わせ、ご相談はお気
軽にファンド担当者まで連絡ください。

しが新事業応援ファンド

支援プラザ

©2016公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

で 検索

平成28年11月
公益財団法人
滋賀県産業支援プラザ


