東北地域における地域資源活用事業計画認定の状況 <青森県（４０件）＞

東北地域合計１６９件

●農林水産品

（令和２年１０月９日現在）

◎鉱工業品

<大間町>
●㈲島木材工業【青森ヒバ】
●○Yプロジェクト㈱【大間マグロ、大間港他】
<風間浦村>
●㈱駒嶺商店【あんこう】
●㈲村口産業【青森ヒバ】
<佐井村>
●㈲こめいち奥本商店【ナマコ】

○観光資源

【 】：地域資源
（２件）：認定２回目

<むつ市>
●㈲サンマモルワイナリー【りんご】
●河野商店【アピオス】
●㈱北彩屋【ニジマス、イカ】

<つがる市>
●青い森國土保全協同組合【杉】
<鶴田町>
●農業生産法人合同会社津軽ぶどう
楽園【スチューベン（ぶどう）】

<平内町>
●㈲アラコウ水産【ホタテ、ナマコ】
<東北町>
●㈱エビサワ農園【ヤーコン、にんにく】
<八戸市>
●㈱スパン・ライフ【にんにく】
●㈱ディメール【サバ】
<おいらせ町>
●㈲柏崎青果【ごぼう】
<五戸町>
◎ ㈱菊駒酒造【青森県の日本酒】
<南部町>
●なんぶ農援㈱【妙丹柿】

<青森市>
●㈲田向商店【サメ】
●ミリオン㈱【ながいも】
●あおもり藍産業協同組合【藍】
●三浦醸造【りんご】
●㈱天の川【ブラックベリー】
●㈲二階堂【藍、りんご、カシス】
<弘前市>

<十和田市>

◎ブナコ漆器製造㈱【ブナ材】
<深浦町>
●○ ㈱ふかうら開発【白神山地、
十二湖、青池、鍋石温泉クロマ
グロ、雪中にんじん】

●JA十和田おいらせ【にんにく】

◎ブナコ㈱【ブナコ】

○㈲十和田乗馬倶楽部【乗馬場】

○ ㈲ゆめりんご【岩木山】
◎㈲イシオカ工芸【津軽塗】

<黒石市>

◎熊谷食品㈱【津軽の漬物】

○㈱ツガルサイコー【お山のおもしえ学校】
○㈱ツガルサイコー【黒石温泉郷】（２件）
<平川市>
●◎㈱今井産業【りんご、杉材】

●つがるりんごセラミド㈱【りんご】
●日本ハルマ㈱【りんご】
●山野りんご㈱【りんご】

○㈲十和田乗馬倶楽部【流鏑馬】
○㈲蔦温泉旅館【蔦温泉】

<三戸町>
●農業生産法人四季菜にんにく㈱ 【にんにく】

東北地域における地域資源活用事業計画認定の状況 <岩手県（２０件）>

●農林水産品
◎鉱工業品
○観光資源

<二戸市>
●久慈ファーム㈲【折爪三元豚、佐助】

【 】：地域資源
（２件）：認定２回目

<久慈市>
◎久慈琥珀㈱【琥珀】 （２件）
●㈱佐幸本店【ヤマブドウ】

<盛岡市>
●㈲川原商会【りんご】
◎㈲川原商会
【スズメバチを活用した健康飲料】

<岩泉町>
●㈱企業農業研究所【牛乳】

<矢巾町>
●岩手県産㈱【雑穀､イカ､南部煎餅、ゆべし等】

<釜石市>
●協同組合マリンテック釜石【ワカメ、アカモク】
●㈱川喜【そば】

<花巻市>
◎㈱日本ホームスパン【ホームスパン】
●㈱黒川食品【大豆】
●佐々長醸造㈱【雑穀】

<奥州市>
●石川食品㈱【牛乳】
◎及源鋳造㈱【南部鉄器】
◎㈱及富【南部鉄器】

<大船渡市>
●及川冷蔵㈱【サンマ、サバ、サケ】

<一関市>
◎㈲丸三漆器【秀衡塗】
◎㈲松勘商店【もち】
◎○世嬉の一酒造㈱【もち、世嬉の一酒造場】

東北地域における地域資源活用事業計画認定の状況 <宮城県（３０件）>

●農林水産品
◎鉱工業品
○観光資源

<栗原市>

【 】：地域資源
（２件）：認定２回目

<気仙沼市>

●農事組合法人水鳥【しいたけ】

●㈱フジミツ岩商【かつお、めかじき】
●㈱斉吉商店【さんま、かき、ホタテ】
●㈱フカコラ美人【さめ】
●㈱フカコラ美人 【さんま等】

<登米市>

●㈱カネダイ【まるずわいがに】

●マルニ食品㈱【小麦】

●㈱カネダイ【まるずわいがに等】
●インベンターズ㈱ (㈱石渡商店)【かき】

<仙台市>
◎㈱陣中【牛タン】

<南三陸町>

◎㈱門間箪笥店【仙台箪笥】

●㈱ヤマウチ【ホタテ、かき】

◎今野印刷㈱【柳生和紙】

●㈱及川商店【ぎんざけ、さば、かれい】

●㈱三陸コーポレーション【うに、かき等】
○㈱空地音ハーモニー【秋保温泉等】

<女川町>
●佐藤工業㈱【かき】
●㈱マルキン【ぎんざけ】

<多賀城市>
● ㈱かね久【米】
※● ◎ ㈱かね久【さめ、牛タン等】

<石巻市>
＜塩竈市＞

●㈱遠藤商店【さば】

●㈱阿部亀商店【かつお】

●㈱木の屋石巻水産【鯨】

●㈱シーフーズあかま【アカモク】

●合同会社猪又屋【かき】

●㈲ヤマコ武田商店【まぐろ】

●三養水産㈱【かき】

●○㈲ヤマコ武田商店【まぐろ､かつお等】

●◎石巻うまいもの㈱【ほや､かき､さば等】
●水月堂物産㈱【ほや】

東北地域における地域資源活用事業案件地図 <秋田県（１７件）>

●農林水産品
◎鉱工業品

<大館市>

○観光資源

◎㈱大館工芸社【曲げわっぱ】
●㈱あきた六次会【比内地鶏】
<能代市>
●㈱バンブーコーポレーション【秋田杉】
◎白神手づくり工房㈲【乳酸菌】
◎●㈱コシヤマ【建築用木製品、秋田杉】
<五城目町>
◎菊地合板木工㈱【木製家具】

【 】：地域資源
（２件）：認定２回目

<鹿角市>
●㈱浅利佐助商店【比内地鶏】
<北秋田市>
◎北秋田WATOGA協同組合【珪藻土】

<仙北市>
◎㈲冨岡商店【樺細工】
◎㈱藤木伝四郎商店【樺細工】

<秋田市>
◎●三宝食品㈱
【ハタハタ､魚醤､乳酸菌､清酒】
●㈱四季菜【米】
◎伊藤工業㈱【建築用木材】

<にかほ市>
○羽州観光開発㈱【鳥海国定公園】
●◎ ㈲三浦米太郎商店【ハタハタ､麹菌】

<湯沢市>
●㈱あお葉フーズ【大豆、セリ、オクラ、
おうとう、ぶどう、りんご】
●秋田銘醸㈱【米】

東北地域における地域資源活用事業計画認定の状況 <山形県（４０件）>
<庄内町>
<鶴岡市>

●㈲米シスト庄内【米】

※今回認定事業者

●農林水産品
◎鉱工業品

<酒田市>

○観光資源

●㈱出羽【そば、米】

●鶴岡市農業協同組合【えだまめ】

◎㈱石井製作所【農業機械】

◎鶴岡織物工業協同組合【鶴岡シルク】

◎㈱SHUTECH【電子部品・デバイス】

◎帯谷食品㈱【漬物】

【 】：地域資源
（２件）：認定２回目

<新庄市>

◎㈲木村屋【日本酒】

●㈲佐藤製餡所【最上伝承野菜】

◎鶴岡シルク(株)【鶴岡シルク】
●㈲グローバルアイ【米】
◎㈲畑田鐵工所【精密金属加工製品】

<尾花沢市>

● ◎㈱WAKAZE【米、日本酒】

●㈱明友【米】

● ◎エルサンワイナリー松ケ岡㈱

<大蔵村>

【ぶどう、果実酒】

○肘折温泉郷振興㈱【肘折温泉】

<山辺町>
◎米富繊維㈱【ニット】（２件）

<寒河江市>

◎オリエンタルカーペット㈱【絨毯】

◎佐藤繊維㈱【ニット】(２件)
◎㈲奥山メリヤス【ニット】 (２件)

<長井市>

<天童市>

◎ ㈲山形工房【競技用けん玉】

◎㈱山本製作所【農業機械】

<南陽市>

<東根市>

◎ ㈲佐藤ぶどう酒【果実酒】

●㈲壽屋漬物道場【さくらんぼ】

◎ 宮城興業㈱【靴】

<米沢市>
●㈱米沢食肉公社【牛肉】

<山形市>

◎㈱ニューテックシンセイ

◎LLC山形カロッツェリア推進機構

【精密金属加工製品、木工芸品】

【山形鋳物、家具、絨毯、農業機械】

○㈲登府屋旅館 【小野川温泉】

◎山形鋳物工業団地協同組合【山形鋳物】

◎青文テキスタイル㈱【米沢織】

◎㈱ケンランド【ニット】

◎㈱安部吉【米沢織】（２件）
●㈱タスクフーズ【牛肉】

<上山市>
●㈲タケダワイナリー【ぶどう】

●㈱ミールサービス【米】

東北地域における地域資源活用事業計画認定の状況 <福島県（２２件）>
<伊達市>
●あぶくま食品㈱【桃】 (２件)
◎㈱阿部ニット 【ニット】

<喜多方市>
●㈱ハート・プラザ【ケナフ】

●農林水産品
◎鉱工業品

【 】：地域資源

○観光資源

（２件）：認定２回目

＜川俣町＞
◎福島寝装㈱【絹・化合繊織物】
◎齋栄織物㈱【絹・化合繊織物】

<福島市>
●㈲福島路ビール【桃、りんご等】
○㈱森山【土湯温泉】
<西会津町>
◎野沢民芸品製作企業組合
【西会津張り子】
<会津坂下町>
◎合名会社高砂屋商店【みそ】

<南相馬市>
○㈱エルネット【新田川温泉等】

<会津若松市>
●㈱天宝デイリーフーズ【梅】
◎㈱ユーアイヅ【会津塗】
◎アルテマイスター㈲【会津塗】
◎㈱坂本乙造商店【会津塗】

<田村市>
◎㈲竹炭工芸都美【竹炭】
<郡山市>
●㈱宝来屋本店【米】
◎工房高田【竹民芸】
●ラボット・プランナー㈱【杉】

<西郷村>
●㈱松竹工芸社【会津桐】

<白河市>
◎㈲幸栄【白河だるま】

<いわき市>
○いわき湯本温泉旅館協同組合
【いわき湯本温泉】

