さが農商工連携応援基金事業 助成事業（Ｈ２１年度～Ｈ３０年度）
年度

事業のテーマ

Ｈ21

「さがびより」と佐賀徐福酵母（低ピ
ルビン酸生産酵母）を使用した低ア
ルコールスパークリング清酒の開発

Ｈ21

連携体の構成

役割

農林漁業者

（有）七島農産（小城市）

スパークリング清酒に適した米の提供や品質が向上
するための情報提供。品質管理、研究、販売の協力

中小企業者

天山酒造（株）（小城市）

スパークリング清酒の製造及び販売方法の確立

農林漁業者

小野農園（白石町）

アスパラガス収穫台車の農作業効率化に関する研究

中小企業者

（株）大神（佐賀市）

作業効率台車の開発、製造及び販売方法の確立

アスパラガス収穫作業効率化のた
めの電動モーター車を応用した作
業効率台車開発

計 ２件

Ｈ22

Ｈ22

Ｈ22

Ｈ22

農林漁業者

宮原園芸（多久市）

施肥対象となる検体の供給、施肥後の経過観察等効
用の検証

中小企業者

（株）佐賀中央青果市場（佐賀市）

高品質堆肥の製造方法の研究開発

農林漁業者

佐賀緑健（有）（嬉野市）

無農薬での茶葉栽培

中小企業者

（株）友桝飲料（小城市）

和紅茶の商品企画・製造販売

農林漁業者

徳川貞幸（佐賀市）

新規需要米の安定供給

中小企業者

（有）アサヒアグリ佐賀（佐賀市）

米粉麺の製造販売

農林漁業者

まる清かんきつ園（鹿島市）

リキュールに適した柑橘の生産及び品質確保

中小企業者

（合）光武酒造場（鹿島市）

リキュール類の製造販売

地域バイオマス利活用による高品
質堆肥の製造方法の研究開発

佐賀県産茶葉を活用した和紅茶飲
料の開発

市産米を99％使用した米粉麺の開
発

鹿島産のみかんを活用した新リ
キュールの開発

計 ４件

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

Ｈ23

農林漁業者

小川島漁業協同組合（唐津市）

組合員漁船での実装実験（無料モニター）

中小企業者

株式会社津田化洗工業（伊万里市）

機械装置の開発・製造

農林漁業者

農事組合法人太良岳（太良町）

わさびの栽培技術、加工品販売

中小企業者

株式会社夜灯見荘（太良町）

老舗旅館としてのグルメ客の集客力及び地元農産加
工品の調理技術

農林漁業者

向嶋作次（佐賀市）

有機玉ねぎ生産に係る栽培及び土壌改善方法の確
立

中小企業者

窓乃梅酒造株式会社（佐賀市）

焼酎粕を利用した土壌改資材の製造

農林漁業者

江川冨登身（佐賀市）

新規味噌（発芽玄米・そら豆・黒大豆）原料の生産

中小企業者

有限会社北島味噌醤油（佐賀市）

新規味噌の生産、販売

農林漁業者

得永静磨（武雄市）

紅はるかの栽培方法、品質管理

中小企業者

有限会社ヨコオ牧場（佐賀市）

焼き芋及び焼き芋アイスの製造、販売

農林漁業者

佐賀県有明漁業協同組合（佐賀市）

システムの普及を図るための改善指導

中小企業者

北島海苔機械（鹿島市）

装置の開発、技術開発

農林漁業者

佐賀県ゴールドキウイフルーツ生産組
合
（佐賀市）

ジュース原料果実の栽培出荷

中小企業者

株式会社アグリ（佐賀市）

ジュース原料果実の選別抽出、原料品質維持管理、
商品企画の策定

農林漁業者

平倉農園（鹿島市）

調理用トマトの施策栽培管理、施肥設計実証、収穫

中小企業者

理研農産化工株式会社（佐賀市）

調理用トマトの本県での栽培技術の確立

農林漁業者

有限会社西山田農園（佐賀市）

漬物製造ノウハウの提供

中小企業者

福陵技研有限会社（小城市）

漬物機の設計、試作、調整

農林漁業者

佐賀県有明漁業（協）（佐賀市）

入札による乾海苔の仕入、製造、販売

中小企業者

株式会社サン海苔（佐賀市）

佐賀海苔を活用した新商品開発、新たなレシピの開
発、新たな販路の確立

農林漁業者

小川島漁業協同組合（唐津市）

実証実験への組合員への協力呼びかけ。組合員の積
極的な宣伝活動。システムに対する意見の集約。

中小企業者

株式会社オフィス・タカハシ（吉野ヶ里
町）

未解決の漁獲高実証実験。販売戦略におけるデータ
取得

釣糸巻取りローラ用巻取り補助装
置の開発

県産わさびを活用した粘着性のある
ジュレタイプ複合調味料の開発

焼酎粕を利用したカーボン・マイナ
ス有機玉ねぎ生産技術の確立

「発芽玄米味噌」「発芽玄米そら豆
味噌」「発芽玄米黒大豆味噌」の研
究開発

砂糖不使用！健康志向のクールス
イーツ。アイスな焼き芋＆甘いも王

板海苔生産時に発生する赤水の除
去装置の開発、漉き水の再利用技
術の確立及び発生する海苔クズの
効果的な再利用方法の確立

ゼスプリゴールドキウイフルーツの
規格外果実原料を使用した新商品
ストレートジュースの開発

調理用トマトの栽培技術確立並び
に加工品の研究開発及び販路開拓

漬物製造機の開発

県産の「佐賀海苔」を活用した新商
品開発及び新たなレシピの開発

新集魚灯システム（イカ獲れ放題シ
ステム【仮称】）新型笠における、ス
ルメイカ漁獲高実証実験ならびに安
全性試験

計 １１件

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

Ｈ24

農林漁業者

特定非営利活動法人さが環境推進セン
県産地ごまの栽培
ター（佐賀市）

中小企業者

株式会社まんてん（佐賀市）

県産地ごまの栽培ノウハウの提供から県産地ごまを
活用した商品開発、製造及び販売方法の確立

農林漁業者

ＪＡさが中部地区アスパラ部会（佐賀
市）

高位技術によるアスパラ栽培の品質確保及び安全・
安心な原料供給

中小企業者

有限会社佐賀の絲（佐賀市）

未利用資源としての佐賀県産アスパラガスを使用した
パウダー及びそれらを利用した商品の製造・販売

農林漁業者

株式会社野の花農園（佐賀市）

上質な有機栽培プチヴェールを安定供給するための
農業技術・農業生産力の提供

中小企業者

株式会社新大和観光（佐賀市）

プチヴェールの加工・保存及びそれらの技術研究

農林漁業者

冨田秀俊（唐津市）、田島彰一（太良
町）、竹葉アスパラガス営農生産組合
（佐賀市）

橘類・アスパラガス高位生産技術による「安心・安全」
な原材料の安定供給

中小企業者

株式会社村岡屋（佐賀市）

佐賀県産農産物を活用したペーストの開発及び販売
方法の確立

農林漁業者

農事組合法人そよかぜ館（佐賀市）

農産物の生産供給および乾燥粉末野菜の販売

中小企業者

株式会社北島商店（佐賀市）

規格外野菜および余剰野菜の乾燥・粉末化の実施

農林漁業者

木須友三郎（伊万里市）

米粉の安定供給

中小企業者

有限会社池司蒲鉾工場（伊万里市）

地元産の有機米粉を活用した新食感の蒲鉾、竹輪、
天ぷらの製造方法や販売方法、販売ルートの確立

農林漁業者

岡弘之助（太良町）
三好博明（吉野ヶ里町）

ボイセンベリーの栽培のマニュアル化、ボイセンベリー
の品質管理体制の確立

中小企業者

株式会社大橋（神埼市）

商品開発、マーケティング調査及び販売方法の確立、
品質管理体制の確立、レシピの開発

県産地ごまの復活と県産地ごまを
活用したごま関連商品の開発

アスパラパウダーを使った新商品
（麺）の開発と販路開拓

新健康野菜プチヴェールを使用した
健康青汁豆腐の研究開発及び販路
開拓

地域を育む健康和菓子の開発

佐賀県産規格外野菜を有効活用し
た乾燥野菜・粉末野菜の商品開発

県産米粉を利用した新食感の蒲
鉾、竹輪、天ぷらの開発

県産ボイセンベリーを活用した果実
酢の機能性開発及び商品開発

計 ７件

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

Ｈ25

有機ＪＡＳ認定完全無農薬有機栽培コシヒカリの栽培
と同米を使用した「佐賀牛旨重」の開発についての助
言

農林漁業者

西浦孝博（佐賀市）

中小企業者

有限会社アトム堂（佐賀市）

農林漁業者

農事組合法人井手野栗組合（佐賀市） 原料供給

中小企業者

本村製菓株式会社（佐賀市）

佐賀県産の特産品を使用した新商品の製造及び販売
方法の確立

農林漁業者

佐賀県有明海漁業協同組合（佐賀市）

佐賀海苔を活用した新商品開発、佐賀海苔の新しい
凍結保管技術の開発

中小企業者

合同会社佐賀市漁村女性の会（佐賀
市）

加工・製造

農林漁業者

横田茶園（伊万里市）

緑茶リキュールに適した「高濃度緑茶」の確保の方法
及び生産方法の確立

中小企業者

松浦一酒造株式会社（伊万里市）

地元産茶葉を活用した「高濃度緑茶リキュール」の製
造及び販売方法の確立

農林漁業者

ナチュラリズム株式会社（吉野ヶ里町）

新規ドレッシング原材料の生産、減農薬栽培方法技術
確立及び安定供給、材料品種の選定

中小企業者

井手食品有限会社（吉野ヶ里町）

ビーツドレッシング、セロリドレッシング、乳酸菌栽培タ
マネギドレッシング研究開発及び製造販売方法の確
立

農林漁業者

マルヤスリンゴ園（佐賀市）

商品開発及び機能性分析に係る原材料の供給と収穫
体制の検証

中小企業者

有限会社アサヒアグリ佐賀（佐賀市）

米粉加工技術を活用した商品試作開発

農林漁業者

佐賀県有明海漁業協同組合（佐賀市） ナルトビエイの確保・カット・冷凍保存

中小企業者

佐賀県蒲鉾協同組合（佐賀市）
ナルトビエイ肉のミンチ加工、製造及びミンチを利用し
株式会社オフィスタカハシ（吉野ヶ里町） た商品開発・販売の確立

農林漁業者

有限会社伊万里グリーンファーム
（伊万里市）

小ネギの乾燥、パウダー加工及び販売方法の提供

中小企業者

株式会社宮本邦製菓（武雄市）

小ネギ大豆食品の商品開発及び生産方法の確立

農林漁業者

佐賀県ゴールドキウイフルーツ生産組
合
（佐賀市）

新商品原料果実の栽培選果出荷

中小企業者

株式会社アグリ（佐賀市）

新商品の選別、原料品質維持管理、商品企画の策
定、商品販売に関するマーケティング、マネジメント

有機JAS認定完全無農薬栽培コシ
ヒカリ、佐賀牛、肉醤を使用した「佐
賀牛旨重（うまがさね）」の開発

有機ＪＡＳ認定完全無農薬有機栽培コシヒカリ、佐賀
牛、肉醤を使用した「佐賀牛旨重」の開発

佐賀県三瀬村産ブルーベリーを使
用した新商品の開発

佐賀海苔の新しい冷凍保管技術の
開発と生のりを利用した新商品の開
発

日本酒をベースにした「お茶リ
キュール」の商品開発

イタリア野菜を使った「ビーツドレッ
シング」・「セロリアックドレッシング」
乳酸菌栽培による「玉ねぎドレッシ
ング」の製造販売に関する研究

三瀬村産うるち米と菊芋の粉末を活
用した機能性冷凍ギフト商品の開
発

ナルトビエイ肉を活用した、機能性
練り物の開発

伊万里産ネギと佐賀産大豆を素材
とした「ねぎ大豆菓子」の研究開発

佐賀県産ゼスプリゴールドキウイフ
ルーツの規格外品を使用した新商
品の開発

計 ９件

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

Ｈ26

農林漁業者

山口眞五（鹿島市）

大豆栽培

中小企業者

有限会社三原食品（鹿島市）

新種の大豆を活用したこだわり豆腐の製造及び大豆
スイーツの開発と販売方法の確立

農林漁業者

佐賀県有明海漁業協同組合（佐賀市） 佐賀海苔を活用した新商品開発

中小企業者

サンポー食品株式会社（基山町）

即席棒状ラーメン「のりスープそば」の試作、商品化、
製造、販売までの業務

農林漁業者

舩津忠伸（多久市）

多久の伝統野菜である女山大根、桐岡なすの生産、
提供カレー具材に適した収穫時期の見定めと出荷方
法の確立

中小企業者

有限会社アリギス（多久市）

多久の伝統野菜である「桐岡なす」、地域資源に認定
されている「女山大根」を使用して、多久・佐賀の特産
品となりうる新商品開発（伝統野菜カレー）、及び販売
戦略の確立

農林漁業者

吉田農園（唐津市）

落花生の栽培方法の確立と乾燥保存方法の研究

中小企業者

株式会社ヒューマンアクト（唐津市）

ハイオレイック種ピーナッツ（地元産）を活用した健康
食品及び介護食の製造及び販売

農林漁業者

古賀正孝（鳥栖市）

スムージーに適した品質確保の方法の研究及び販売
方法の確立

中小企業者

株式会社種商（鳥栖市）

もち麦を活用した新規雑穀スムージーの製造及び販
売方法の確立

農林漁業者

種まきの会（吉野ヶ里町）

吉野ヶ里遺跡に合わせたイメージでブランド化された
古代米を、健康食品の原料として配合し県産ブランド
製品とする

中小企業者

株式会社誠心製薬（鳥栖市）
西海製薬株式会社（基山町）

・地元産の古代米、おからを活用した健康食品の製造
及び販売方法の確立
・健康食品製造技術と経
験をもとに、製品化に向けた試験研究を行い、新たな
分野の製造技術を構築する

農林漁業者

佐賀県有明海漁業協同組合（佐賀市） 乾海苔のサンプルの抽出

中小企業者

株式会社大坪鉄工（佐賀市）
三光電子株式会社（伊万里市）

農林漁業者

黒木農園（白石町）

蓮根、玉ねぎの栽培及びこれらの継続的な保存環境
の維持方法の確立

中小企業者

佐賀冷凍食品株式会社（小城市）

佐賀県白石町の蓮根、玉ねぎを使った新規ハンバー
グの製造及び販売方法の確立

農林漁業者

クレメンティン等柑橘類の提供。皮も利用できる栽培
合同会社 田島柑橘園＆加工所（太良
体系の確立。ワイン用ジュースの提供 サングリアの
町）
テスト

中小企業者

株式会社さが・夢・維新会（佐賀市）

佐賀鹿島こだわり豆腐

「佐賀海苔」の特性を生かしたブラ
ンド化商品としてのインスタント「の
りスープそば」の開発

多久の伝統野菜である「桐岡なす」
と「女山大根」を使用した伝統野菜
カレーの開発

ハイオレイック種ピーナッツによる荒
廃地の再生と地域産業の育成

美容と健康を取り入れた今までにな
い雑穀スムージーの開発

県産品を使用した健康補助食品「Ｓ
ＯＹＧＹＥ（ソイギー）」の開発

佐賀のおいしい海苔を消費者に届
けたい！～うま味成分である蛋白
質の高速測定器～

佐賀の美味しいお惣菜シリーズ第
一弾「ふっくらヘルシーハンバーグ」
の開発と販路開拓

柑橘のワイン製造とサングリアで価
値の向上

計 ９件

・海苔のうまみ成分である蛋白質の高速測定器の開
発。新たな蛋白質測定素子開発のトータルマネジメン
ト
・電子装置、測
定器に関する電子設計技術

ワインの販売 レストランでのサングリア研究・開発

Ｈ27

Ｈ27

Ｈ27

Ｈ27

Ｈ27

Ｈ27

Ｈ27

腐植酸資材を用いた佐賀県産黒大
豆「佐賀黒７号」の栽培・収穫方法
および冷凍枝豆の製造・販売方法
の確立

農林漁業者

有限会社マルハ園芸（白石町）

佐賀県産の黒大豆の生産・冷凍大豆の製造確立

中小企業者

株式会社クリエイト（鳥栖市）

佐賀県産の黒大豆の栽培・収穫方法の確立、土壌や
黒大豆の分析評価、黒大豆を用いた冷凍枝豆の製
造・販売

農林漁業者

佐藤農場株式会社（鹿島市）

ウルトラファインバブル水によるレモン苗木の栽培研
究

中小企業者

株式会社ワイビーエム（唐津市）

ウルトラファインバブル発生装置の開発及び製造

農林漁業者

へちやま群生舎（武雄市）

原料となるへちまの安定的、効率的な生産方法の確
立

中小企業者

生産者を支援のプラットホーム構築と、へちまを使った
株式会社ＳＴＳライフポロモーション（佐
美容用品（洗顔フォーム・ボディソープ等、へちま茶も
賀市）
含む）の製造及び販売方法の確立

農林漁業者

フェルマ木須（伊万里市）

原材料の提供、もち麦（穀類）、精麦、製粉、保管

中小企業者

本村製菓株式会社（佐賀市）

佐賀県産の特産品を使用した製造及び販売方法の確
立

農林漁業者

佐賀玄海漁業協同組合（唐津市）

原材料の調達、一時加工

中小企業者

株式会社ヤマフ（唐津市）

鮮魚買付、商品開発、販売

農林漁業者

山領ファーム（佐賀市）

新規調味料に適したタマネギの品質確保の方法の研
究及び販売方法の確立

中小企業者

丸秀醤油株式会社（佐賀市）

佐賀県産タマネギを活用した新規調味料の製造及び
販売方法の確立

農林漁業者

株式会社ハーベスト（唐津市）

オリーブ栽培及び果実・葉などの原材料供給、オリー
ブオイルの搾油、オリーブ化粧品の販売

中小企業者

株式会社ブルーム（唐津市）

オリーブの粉末化、化粧品商品開発のコーディネート

農業に適したウルトラファインバブ
ル発生装置の開発と装置と用いた
柑橘、イチゴ栽培方法の研究

特色ある商品の生産者を支援する
プラットホーム構築と、それを活用し
たへちまを使った美容用品（洗顔
フォーム・ボディソープ等、へちま茶
も含む）の開発

佐賀県産もち麦・野菜チップを使っ
た機能性のある新商品の開発

フリーズドライを活用した魚まるごと
サプリメントの開発

売れる味の黄金比分析に基づき佐
賀県産タマネギを活用した新調味
料開発とマルチブランド戦略による
販路開拓

粉末オリーブエキスの開発と化粧
品・関連商品の開発

計 ７件

Ｈ28

農林漁業者

農事組合法人伊万里新幸農園（伊万里
梨ピザソースの研究開発及びピザ（梨トッピング）作成
市）

中小企業者

宮島醤油株式会社（唐津市）

梨入りピザソースの試作開発

農林漁業者

フェルマ木須（伊万里市）

もち麦の安定供給

農林漁業者

横田茶園（伊万里市）

かまぼこの材料としての茶の加工

農林漁業者

株式会社アースマインド伊万里（伊万里
パプリカの供給
市）

中小企業者

有限会社池司蒲鉾工場（伊万里市）

農林漁業者

中山林業（唐津市）

原材料の提供

中小企業者

有限会社玉喜（佐賀市）

地元産乾椎茸を活用した新商品の製造及び販売方法
の確立

農林漁業者

伊万里市農業協同組合（伊万里市）

原材料の供給

中小企業者

有限会社伊万里グリーンファーム
（伊万里市）

梨の乾燥チップの糖度分析、水分分析など品質の安
定化研究や梨加工食品の全般的な運営支援

農林漁業者

農事組合法人武雄そだちレモングラス
ハッピーファーマーズ
（武雄市）

クラフトビールに適したレモングラス（ハーブ類）の品質
確保や加工の方法及び販売方法の確立

中小企業者

宗政酒造株式会社（有田町）

佐賀県産麦芽100%ビールをベースに、県内特産の
ハーブや果実等を使ったクラフトビールの商品化のた
めの技術の確立や検証及び販売方法の確立

農林漁業者

株式会社イケマコ（佐賀市）

佐賀県産黒大豆の生産、佐賀県産黒大豆の枝豆・
ロースト麦パウダーの加工

中小企業者

株式会社宮本邦製菓（武雄市）

豆大豆菓子、麦大豆菓子の商品開発及び生産方法の
確立

農林漁業者

佐藤農場株式会社（鹿島市）

原料となる極早生温州みかんの生産

中小企業者

七浦地区振興会（鹿島市）

道の駅鹿島内千菜市（食品部門直売所）における販
売コーナーの設置、マーケットリサーチ

農林漁業者

佐賀玄海漁業協同組合（唐津市）

原材料の調達、一次加工

中小企業者

株式会社ヤマフ（唐津市）

鮮魚買付、商品開発、販売

農林漁業者

有限会社セントラル牧場（白石町）

ホルスタイン成熟牛の供給

中小企業者

有限会社ふるさと倶楽部（唐津市）

ホルスタイン成熟牛を原料とした生ハム作成方法の研
究

農林漁業者

原田孝行（佐賀市）

トマト熟成酒に適した友幸素トマトの栽培・搾汁及び品
質確保の方法及び販売方法の確立

中小企業者

窓の梅酒造株式会社（佐賀市）

地元産友幸素トマトを活用したトマト熟成酒の製造及
び販売方法の確立

「伊万里梨を活用した梨ピザソー
ス、梨ピザ及びフレッシュジュースの
開発」

Ｈ28

「県産もち麦及び伊万里茶、パプリ
カを用いた蒲鉾、天ぷらの開発」

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

Ｈ28

「ブランド椎茸の栽培技術確立並び
に加工品の研究開発及び販路開
拓」

「伊万里梨の規格外品を活用した新
たな加工食品の研究開発と販路開
拓」

レモングラスなどの佐賀特産品ハー
ブや果汁を使った新規のクラフト
ビールの開発

「佐賀県産黒大豆×佐賀県産枝豆・
ロースト麦（パウダー）」豆菓子の開
発

地元産のもち麦、雑穀米を活用した新食感の蒲鉾、竹
輪、天ぷらの製造方法や販売方法、販売ルートの確
立

青みかんを使った健康飲料水の開
発

魚の持つ有効成分を活用した無添
加石けんの開発
～魚のチカラ～

佐賀県産牛を原料とした生ハムの
試作開発及び熟成方法の確立

独自の循環型アミノ酸肥料で栽培し
たトマト熟成酒の開発

計 １０件

Ｈ29

Ｈ29

農林漁業者

山口眞吾（鹿島市）

大豆栽培技術

中小企業者

有限会社三原食品（鹿島市）

新種の大豆を活用した豆乳ジェラートの開発とイチゴ
の規格外を活用したイチゴ豆乳ジェラートの開発及び
販売方法の確立

農林漁業者

安東浩太郎（太良町）

今回の研究開発に適したアスパラガスの栽培と製品
の評価 販売方法の確立

中小企業者

有限会社サガ・ビネガー（佐賀市）

アスパラガスを活用した酢の製造

ベースとなる豆乳ジェラートの開発
及び豆乳ジェラートの他の食材との
組み合わせの研究開発

アスパラガスの加工品開発計画

計 ２件

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

Ｈ30

基山町の耕作放棄地を利用したキクイモの栽培及び
メニュー肉の提供

農林漁業者

(株)基山ファーム（基山町）

中小企業者

サンポー食品(株)（基山町）

農林漁業者

伊万里市農業（協）（伊万里市）

伊万里ねぎの規格外品の集荷、選定をはじめ、加工
食品の開発に関する全般的な業務

中小企業者

伊万里アグリファーム(株)（伊万里市）

ねぎ原料のカット、乾燥、粉砕、微生物検査、水分分
析など品質の安定化研究
ねぎ麺、スープ、ソースの開発全般と運営支援及び事
業化に向けた生産体制や販路開拓などに関する業務

農林漁業者

松本修二（鹿島市）

かぼちゃ（バターナッツ）の栽培技術 キュウリ、ゴーヤ
等その他本事業に活用可能な野菜の栽培技術

中小企業者

（同）田島柑橘園＆加工所（太良町）

野菜の加工技術指導

農林漁業者

三根孝一（嬉野市）

嬉野茶を活用した新規のお菓子の製造および販売方
法の確立

中小企業者

井上賢一郎（嬉野市）

菓子に適した茶葉の品質確保の方法の研究および販
売方法の確立

農林漁業者

（有）よしい（唐津市）

原料豚の供給

中小企業者

（有）ふるさと倶楽部（唐津市）

佐賀県産豚を原料とした長期熟成肉の作成方法の研
究

農林漁業者

唐島晶悟（江北町）

イチゴの加工用保存方法の研究及び新商品の販売方
法の確立

中小企業者

次富あすか（小城市）

試作・レシピ開発

農林漁業者

太良町森林組合（太良町）

家具用資材としてのヒノキ材の選別、製材加工全般

中小企業者

(株)レグナテック（佐賀市）

ヒノキ材の特性を生かした商品企画、デザイン設計、
試作、評価、販売戦略の企画、実践

農林漁業者

（同）田島柑橘園＆加工所（太良町）

柑橘果物、果皮

農林漁業者

岡宏圭（鹿島市）

柑橘果物、果皮

中小企業者

（資）光武酒造場（鹿島市）

県産ボタニカルを活用した世界で戦えるジャパニーズ
クラフトジンの製造及び販売方法の確立

基山町特産品を使用した「基山ブラ
ンド食品」の開発

インバウンドに向けた「古伊万里ブ
ランド」のセットメニュー開発事業

野菜（特にかぼちゃバターナッツ）の
持つ特性を生かした、飲料水と加工
食品の研究開発

基山町の特産品を使用した試作、商品化、製造、販売
までの業務

嬉野茶を活用したお菓子の開発

佐賀県産豚を原料とした熟成肉の
試作開発及び熟成方法の確率

むらおか農園独自ブランドの”王様
のイチゴ”を活用したお土産（焼菓
子）の開発

佐賀県産ヒノキを活用したオフィス
や商業空間向け業務用家具シリー
ズの開発と販路開拓

県産ボタニカル（ハーブや果皮）を
活用した唯一無二のジャパニーズク
ラフトジンの開発

計 ８件

合計

６９件

