
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 29 年度第１回】 
［五十音順］ 

Ⅰ．恐竜ブランドビジネス化支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

29-1 株式会社新珠食品 越前市 
県産コシヒカ

リ米粉、恐竜 
恐竜ブランド米粉サブレの開発とその販路開拓事業 

29-2 有限会社観山洞 勝山市 
恐竜、へしこ、

福井米の米粉 
米粉（福井米）で作る恐竜の形をしたクッキー（へしこ味）の新商品開発とその販路開拓事業 

29-3 株式会社ザウルス 坂井市 

恐竜、越前焼の

技法を利用した

「若狭鳳足焼」、

「ジュラッチック・

ハローキティ」 

恐竜をあしらった若狭鳳足焼および「Juratic×HELLO KITTY」デザインを使用したブランケッ

トの新商品開発ならびに販路開拓事業 

29-4 林繊維株式会社 福井市 

合成繊維長繊

維ニット生地

製品 

福井のジャガード織機を使い恐竜の顔を製織 その顔でリュックを作成し販路開拓を行う 

29-5 株式会社啓 勝山市 

合成繊維長繊

維ニット生地

製品 

恐竜キャラクターを使った子供向け知育玩具の開発 

 

Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

29-6 農事組合法人上江ファーム 坂井市 大豆 福井県産大豆を使用した天然・無添加大豆石鹸の開発と販路開拓 

29-7 株式会社えがみ 高浜町 若狭ぐじ 手軽な若狭ぐじ（500ｇ未満のぐじ）を使った商品開発と販路開拓事業 

29-8 明城ファーム株式会社 越前市 
トマト（越前市

産） 

「越前市産トマト」を活用した「高濃度高糖度トマト希釈飲料」の商品開発および販路開拓事

業 

 
 
 



Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

29-9 アイテック株式会社 鯖江市 
眼鏡への表面

処理技術 
眼鏡の表面処理技術を活用したナノダイヤモンド複合めっき技術開発とその販路開拓事業 

29-10 株式会社アジチファーム 福井市 福井米 福井県産米を使用した米１００％生麺の商品開発と販路開拓事業 

29-11 株式会社越前セラミカ 越前市 越前瓦 越前瓦製造技術を利用したタイルの開発と販路開拓 

29-12 株式会社カガセイフン 福井市 そば、大麦 福井県産そばと大麦を活用した蕎麦緑茶の商品開発と販路開拓事業 

29-13 グラスムーン 福井市 
眼鏡業界のチ

タン加工技術 
金属アレルギーフリーの女性向けオールチタンのアクセサリーの販路開拓事業 

29-14 株式会社グラント・イーワンズ 福井市 

小売業 

（衣料品、栄養補

助食品、化粧品

製造販売） 

越前漆器の製造技術を活用した、木製オブジェ、ミニチュアオブジェの商品開発とその販路

開拓事業 

29-15 株式会社シューユウ 鯖江市 
レンズおよび眼鏡

（枠を含む）の製

造技術 

レンズおよび眼鏡（枠を含む）の製造技術を活用したハウスブランドサングラスの販路開拓事

業 

29-16 株式会社タカダフーズ 高浜町 
越のルビー（ミ

ディトマト） 
新商品「トマトクリームコロッケ」の製造および販売 

29-17 株式会社たからや商店 福井市 
福井の魚（鯖、甘

えび、いか、越前

がれい等） 

福井の魚の味を活かし、調理せずにそのまま骨まで美味しく食べられる干物の商品開発およ

び販路開拓事業 

29-18 株式会社パルック 福井市 越前和紙 手漉き越前和紙を使用した光パネルの企画・開発・販売 

29-19 福井シード株式会社 福井市 魚醤 無塩魚醤の製造技術を活用した植物活力剤の商品開発と販路開拓事業 

29-20 株式会社ふくしま 鯖江市 眼鏡 
眼鏡の製造技術を活用した、丁番のない新発想の眼鏡フレーム 

「ライングラス（仮称）」の商品開発とその販路開拓事業 

29-21 株式会社フジショク 敦賀市 若狭牛 若狭牛を活用した商品開発とその販路開拓事業 



29-22 丸城清酢有限会社 大野市 

にんにく、にんじ
ん、トマト、大野の
名水、荒島岳、ソ

ースかつ丼 

福井の地域資源を活用した雪室ブランドの商品開発と販路開拓事業 

29-23 有限会社 萬谷 越前市 
焼き鯖寿司、鯖寿

司、へしこの製造

技術 

プロの製造技術を用いた「秋山徳蔵トリビュート弁当」の販路開拓事業 

29-24 株式会社山岸和紙店 越前市 
越前和紙、越
前和紙の加工
技術 

ホームページを活用した自社商品の販路開拓事業 

29-25 株式会社リホーム 福井市 編レース製品 繊維産地のネットワークを活用した新ロールスクリーンの開発と販路開拓 

 

Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【海外展開】 （助成率２／３、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

29-26 カワイ株式会社 小浜市 若狭塗箸 若狭塗箸の技術を活用した中国市場向け新商品の開発と販路開拓 

29-27 株式会社ごーる堂 福井市 福井県産大豆 国外販路開拓に伴う新商品開発事業 

 

Ⅵ 嶺南地域産業活性化支援事業（助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

29-28 有限会社伊勢屋 小浜市 
くずまんじゅう、で

っち羊かん 
観光客向けにＨＰの充実、百貨店等への営業による販路開拓事業 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 28 年度第 2 回】 

［五十音順］ 

Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-1 お食事処 あらいそ 
南条郡南越

前町 

越前そば、北前船主の

館 右近家 
北前船主の館のお土産品としての越前にしんそばの開発と販路開拓事業 

28-2 株式会社神久商店 越前市 鯖、牡蠣、醤油、福井米 鯖・若狭の牡蠣を活用した醤油麹漬け新商品開発と販路開拓事業 

28-3 
NPO 法人 障害者自立援助

センターしいのみ 
坂井市 

福井米 、越前ほうれん

草、ニンジン、冨津甘

藷、大豆 

丸岡産コシヒカリ米粉を使った洋菓子の商品開発と販路開拓事業 

28-4 株式会社湯本商店 越前市 越前和紙 越前和紙風呂敷のオリジナル自社商品開発および販路開拓事業 

 

Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-5 九頭竜天然鮎茶屋 さぎり屋 
吉田郡永平

寺町 
鮎、サクラマス 

九頭竜川で獲れる天然の鮎、サクラマス、アラレガコを食材とした料理及び商品の 

販路拡大事業 

28-6 株式会社小林大伸堂 鯖江市 眼鏡の製造技術 眼鏡の素材と加工技術を活用した新たな印鑑の開発および販路開拓事業 

28-7 株式会社駒屋 福井市 
福井梅、サトイモ、越の

ルビー、越前がにほか 
福井の地域資源を活用した だし寒天の開発と販路開拓 

28-8 有限会社ジェイ企画 鯖江市 眼鏡の加工技術 
これまでに使われたことの無い新素材（天然ゴム・エボナイト）を使っためがねの 

開発とその販路開拓事業 

28-9 株式会社ヒロセ 鯖江市 越前漆器 越前漆器の製造技術を活用したリングケースの開発とその販路開拓事業 

28-10 広撚株式会社 福井市 長繊維織物 長繊維織編技術および特殊加工技術を生かした高強度磨耗生地の販路開拓事業 



28-11 株式会社丸和 福井市 越前和紙 越前和紙をつかった縫製雑貨の開発と販路開拓事業 

 

Ⅵ 嶺南地域産業活性化支援事業（助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-12 株式会社サンライフ 小浜市 若狭塗箸 若狭塗箸の製造技術を活用した国内および海外市場向け販路開拓支援事業 

 



 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 28 年度第１回】 

［五十音順］ 

Ⅱ．スポーツ・医療関連分野展開による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-1 南越ケミカル株式会社 越前市 
プラスチック樹脂

製品、化学製品 
新規体外診断用医薬品の製造化計画 

 

Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-2 有限会社越前塩 
丹生郡 

越前町 

福井梅、わか

め 
地域資源を活用した個包装タイプ天然「越前塩」の新商品開発事業 

28-3 ｃinq（サンク） 坂井市 杉 福井県産間伐材を活用した木質化推進による新商品開発事業 

28-4 株式会社宗近 越前市 
そば、ナツメ、

福井米 
地域食材を活用した「薬膳そば」の新商品開発事業 

 

Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-5 黒龍酒造株式会社 
吉田郡永

平寺町 
日本酒（清酒） 簡易酒燗具「燗たのし」を使用した九頭龍ブランド（燗酒）の提案とその販路開拓事業 

28-6 株式会社ジゴスペック 鯖江市 眼鏡 ノーズパッドレスサングラスの国内生産化による付加価値の向上とその販路拡大事業 

28-7 合同会社ジャパンインペックス 鯖江市 
フタバアオイ、

石田縞 
徳川家家紋「三つ葉葵」の原形「二葉葵」による染物「葵の想い」商品化事業 

28-8 鈴木彫刻所 鯖江市 鯖江木彫 木彫製品の伝統の技を活かしたインテリア商品の販路開拓事業 

28-9 竹内光学工業株式会社 鯖江市 眼鏡 小ロット対応可能な、高品質ジュラルミン製メガネフレームの開発と販路開拓事業 



28-10 株式会社フクオカラシ 鯖江市 
眼鏡、金属製

品 
眼鏡部品精密加工技術を活用した商品同梱用精密ドライバーの開発と販路開拓 

28-11 松原蝶製作有限会社 鯖江市 眼鏡 鯖江の眼鏡製造技法を活用した『鼻●パッド』（はなまるパッド）の販路開拓事業 

28-12 山嘉商店株式会社 越前市 越前漆器 デジタル２次元加工技術を活用した越前漆器の商品開発とその販路開拓事業 

28-13 株式会社リム精工 鯖江市 眼鏡 眼鏡用特殊及び模様リム線の製造技術を活用した販路開拓事業 

 

Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【ふくいの産業遺産 手しごと承継】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-14 木村金属工業株式会社 鯖江市 
眼鏡、金属製

品 
チタン加工技術を活用した、高付加価値身元証明アクセサリーの商品開発および販路開拓 

 

Ⅴ 地域資源等を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【海外展開】 （助成率２／３、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-15 武生特殊鋼材株式会社 越前市 越前打刃物 
クラッドメタルを活用したクラッドアートの新商品開発と海外販路開拓 

－カトラリー、ステーショナリー等へのクラッドメタルの応用展開－ 
 

Ⅵ 嶺南地域産業活性化支援事業（助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-16 有限会社やまと 小浜市 
福井米、焼き

鯖、醤油 

福井特産アピールページ製作（ホームページ）と雑誌広告掲載による小浜の丼「鯖ンバ」 

の販路開拓 
 

Ⅶ．企業連携による産地競争力強化モデル事業 【小規模企業連携】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

28-17 LED 照明器「かぐや」 

（有限会社アンドウ） 
小浜市 

電子部品・デ

バイス製品 
デバイス製品の製造技術を活用した LED 照明器の商品開発とその販路開拓事業 

 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 27 年度第２回】 
［五十音順］ 

 

Ⅰ 恐竜ブランドビジネス化支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-1 株式会社プラスティックス 福井市 恐竜、 恐竜ブロックと恐竜パネルの新商品開発及び販路開拓 

 

Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-2 有限会社牛若丸産業 あわら市 
若狭牛、あわ

ら温泉 
６次産業化の推進による新たな地域の土産品開発事業 

27-3 株式会社イワタグループ 坂井市 そば 福井県産蕎麦の自社製粉および冷凍手打ち蕎麦のお土産品開発事業 

27-4 株式会社三丹本店 坂井市 
福井米、昆布

加工品 ほか 
地域食材を活用した「太巻き寿司」新商品開発事業 

 

Ⅳ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-5 有限会社谷口屋 坂井市 大豆、そば 地域資源（県産大豆・蕎麦）を活用した新商品開発事業 

27-6 釣部織ネーム株式会社 坂井市 越前織 レーザーカットの技術を活用した越前織の商品開発とその販路開拓事業 

27-7 春田機械工業株式会社 福井市 
一般機械 

（ワインダー） 
細巾織物織機用ボビン巻き取り技術活用した自動交換型ワインダーの欧州販路開拓事業 

27-8 株式会社ベスト工房 大野市 
シルクプロテ

イン 
シルクプロテインの衣類への付加技術開発・販路開拓事業 



27-9 株式会社ホプニック研究所 鯖江市 眼鏡加工技術 
眼鏡用ネオコントラストレンズを使用したオーバーグラス及びクリップオンレンズの販路開拓 

事業 

27-10 株式会社ナカタニ 鯖江市 眼鏡 サンコバルトの特徴を活かした眼鏡枠の海外市場への販路開拓事業 

 

 

Ⅵ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【海外展開】 （助成率２／３、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-11 株式会社タケダレース 福井市 編レース 斬新な意匠・機能性を持った衣料用編レースの開発、ヨーロッパでの販路開拓事業 

26-12 株式会社西村プレシジョン 鯖江市 眼鏡加工技術 
「眼鏡の製造・加工技術」を活用した「超薄型シニアグラス」（ペーパーグラス）における、世界 

戦略モデルの商品開発および販路開拓事業 

 

 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 27 年度第 1 回】 

［五十音順］ 

 

Ⅰ 恐竜ブランドビジネス化支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-1 エス・ケー商事株式会社  福井市 
恐竜、ベルベ

ット 
ベルベット生地を用いた恐竜柄を活かしたスカーフ等の商品開発と販路開拓事業 

27-2 有限会社小畑製紙所 越前市 
恐竜、越前和

紙 
越前和紙を活用した恐竜帽子・恐竜トランプの商品開発および販路開拓事業 

27-3 増永織物株式会社 福井市 
恐竜、合成繊

維長繊維 

「恐竜王国福井」×「繊維王国福井」 恐竜をモチ－フにしたジャカ－ド織りによるタペストリ

－・テ－ブルセンタ－および関連雑貨の商品開発および販路開拓事業 

 

Ⅱ スポーツ・医療関連分野展開における新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-4 株式会社カンパネラ 坂井市 
合成繊維長繊

維織物製品 
撥水性の高い生地を活かしたアウトドアスポーツ用品の自社商品開発と販路開拓 

 

Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-5 株式会社ｴﾑﾄﾘｯﾌﾟｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 福井市 醤油、酢 
県外客を味でもてなすとともに、新たな本県の名物となる万能ソースの新商品「ニンジャソー

ス」の開発及び販路開拓事業 

27-6 奥越ライフサポート株式会社 勝山市 
勝山水菜、さ

といも ほか 
福井の１０の幸を活かした「福井の幸山盛り混ぜご飯の素」の開発 

27-7 小浜海産物株式会社 小浜市 
小鯛、海産物

のささ漬 
ささ漬けを活用した一定期間の常温保存に対応する寿司の開発とその販路開拓事業 



27-8 有限会社スターフーズ 坂井市 
福井米、甘え

び、 ほか 

福井米「ニュウヒカリ・コシヒカリ」及び地域食材を活用した「冷凍丼」の開発  ～地域食材の

活用による６次産業化の推進～ 

27-9 株式会社第一望洋楼 坂井市 甘えび 
「甘えび漬け丼の素（仮）」「ふくいポーク黒龍吟醸仕込み（仮）」の開発  ～規格外を活用し

地域の水産関連業の活性化にも貢献～ 

27-10 株式会社はな里 福井市 越前水仙 プリザーブドフラワー化した「越前水仙」を福井県独自の土産品とする事業 

27-11 株式会社三玄 福井市 

越前産紅ズワ

イ蟹、甘えび 

ほか 

越前産紅ズワイ蟹を使用した新たなお土産品の開発と販路開拓事業 

 

Ⅳ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

27-12 株式会社エル・ローズ 福井市 
三里浜産ラッ

キョウ 

三里浜産ラッキョウから抽出した機能性成分「フルクタン」を使用した健康美容食品、化粧品

の開発と販路開拓事業 

27-13 株式会社コウヨウテックス 福井市 
編レース、撚

糸 

福井県の撚糸技術と編みレース技術を活用したレース生地の刺繍用太幅糸の開発及び販

路開拓事業 

27-14 株式会社タケダ企画  福井市 
眼鏡の製造技

術 
蝶番構造を用いた革新的ネジ無しフレーム眼鏡の開発と販路開拓事業 

27-15 有限会社ハートブレーン あわら市 越前和紙 手漉き越前和紙を活用したフォトフレームの開発・販路開拓事業 

27-16 八田経編株式会社 鯖江市 
特殊ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｯｾ

ﾙﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 
ダブルラッセルの新用途展開に向けた欧州販路開拓事業 

 

 

（平成 27年 12月 15日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 26 年度第 2 回】 
［五十音順］ 

 

Ⅰ 恐竜ブランドビジネス化支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-1 株式会社シティライツストア  福井市 
恐竜 

越前和紙 
福井の繊維・和紙を活用したファッション性の高い恐竜ベビーグッズの商品開発と販路開拓 

26-2 株式会社スタンドトゥギャザー 南越前町 恐竜 福井恐竜ワインボトルホルダーの商品開発と販路開拓事業 

26-3 フレッグ食品工業株式会社 永平寺町 
恐竜、地元畜

産農林水産物 

恐竜スマートＢＢＱパーク（スマートＢＢＱ及びものづくり体験施設「ラブとる（３世代同居の恐 

竜一家のオリジナルキャラクター）村」）の開発と販路開拓事業 

26-4 株式会社西洋菓子倶楽部  坂井市 

恐竜、福井梅、

富津甘藷、あわ

ら万博茶 

～恐竜（ｊｕｒａｔｉｃ）からはじまる福井物語（ＦＵＫＵＩ ＳＴＯＲＹ）～  

福井県を代表する観光資源（恐竜）と豊富な地域資源（食材）を活用した新商品開発 

 

Ⅱ スポーツ・医療関連分野展開における新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-5 有限会社 SP建材 福井市 足羽杉 足羽杉のトンボ（レーキ）の商品開発と販路拡大 

26-6 株式会社さくら 福井市 

福井米、越の

ルビー、ふくこ 

むぎ 

病院の食事・栄養管理を活かした福井県産食材の「アスリート食」の開発・販売 

26-7 ハートランド株式会社 越前市 眼鏡製造技術 
福井の眼鏡技術と両眼視検査技術を活用した眼精疲労軽減プリズム眼鏡の開発とその販路 

開拓事業 

26-8 株式会社マイセンファインフード 鯖江市 福井米、大豆 県産の福井米と大豆を利用した健康的肉体づくりを支援するパンの開発 

 



Ⅲ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-9 越前漆器株式会社 鯖江市 越前漆器 越前漆器の技術を活用した「おもてなし」酒器等の商品開発と販路開拓 

26-10 亀屋製菓株式会社 福井市 
醤油、羽二重

餅 
「福井の醤油」を活用した菓子の商品開発及び販路開拓事業 

26-11 株式会社酒乃店はやし 越前市 清酒 福井地酒の酒粕を利用した「プレミアムチーズ」の商品開発と販路開拓事業 

 

Ⅳ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-12 アクティライフ株式会社 福井市 絹 絹素材を使った服飾雑貨製品の販路開拓事業 

26-13 株式会社 info BANK 福井市 天然竹繊維 天然竹繊維の開繊糸『バングロ』を使った生地と商品の開発及び販路開拓事業 

26-14 有限会社菓子本陣月尾 越前市 
福井米、福井大

豆、福井梅 
福井米粉、福井大豆、福井梅を活用した梅月サンドの商品開発及び販路開拓事業 

26-15 株式会社甘泉堂 福井市 
羽二重餅の製

造技術 

和洋の技術を活かした羽二重スイーツの開発。急速冷凍による高鮮度商品の流通・販路拡 

大 

26-16 株式会社関坂漆器 鯖江市 越前漆器 越前漆器の製造技術を活用したライフスタイル雑貨開発事業 

26-17 株式会社福井洋傘 福井市 
河和田塗、若狭

塗、繊維技術他 
福井県の地域資源を活用した洋傘の海外販路開拓事業 

26-18 有限会社ぼのぼの 福井市 清酒（早瀬浦） 美浜の銘酒「早瀬浦」を活用した洋菓子の大人のスイーツの開発・販売 

26-19 和あらいや 坂井市 浴衣帯 丸岡産浴衣帯を活用したワンタッチ時代衣装の開発と販路開拓事業 

 



Ⅴ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【ふくいの産業遺産 手しごと承継】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-20 ぽんた工房 鯖江市 手しごと認定 
「本物の物づくり」「おもてなしの心」を代表する「日本伝統工芸品の水引」を活用して「手しご 

との技術の特徴を活かした」商品開発および販路開拓事業 

 
 

Ⅵ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【海外展開】 （助成率２／３、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-21 ケイ･エス･ティ･ワールド株式会社 福井市 福井米 
水と福井県産コシヒカリ玄米 100％だけでできた植物性の酵素ドリンクの海外市場向け商品 

開発および海外市場への販路拡大 

26-22 株式会社東郷商店 福井市 
越前そば、越前

漆器、越前焼 
福井ご当地グルメ越前おろしそば店パリ進出プロジェクト 

 

Ⅶ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【嶺南販路開拓支援】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-23 有限会社マルゼン 小浜市 若狭塗箸 若狭塗箸の製造技術を活用した、海外観光客向けの販路開拓事業 

 

Ⅷ 企業連携による産地競争力強化モデル事業（繊維） （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-24 
連携体名：FY カラーウェイブ 

代表企業：福井山本株式会社 
福井市 繊維技術 福井の繊維技術を応用した電磁波シールド開発事業 

26-25 
連携体名ハートテック・FUKUI 

代表：協同組合鯖江市繊維協会 
鯖江市 繊維技術 布と和紙と漆の各事業技術のコラボレーションによる新しいストールやショールなどの開発 

 
 

（平成 27年 2月 24日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 26 年度第 1 回】 
［五十音順］ 

 

Ⅰ スポーツ・医療関連分野展開における新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-1 井上リボン工業㈱ 越前市 細幅織物 光ファイバー内蔵の細幅織物テープの商品開発とその販路開拓事業 

26-2 エフティアパレル㈱ 福井市 
合成繊維長

繊維 
通気性の高いモールド加工ブラジャーの商品開発とその販路開拓事業 

 

 

Ⅱ 新たな土産品開発による『おもてなし』支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-3 ㈱安兵衛食品 敦賀市 
若狭ふぐ、福

井米ほか 
越前若狭の地域資源を活かした、電子レンジで加熱調理する寿司の開発 

 

 

Ⅲ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一般・嶺南企業特別支援】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-4 ケイテー・テクシーノ㈱ 勝山市 
合成繊維長繊

維 

スポーツウェア向機能性織物技術による、高機能メンズ衣料用生地及び衣類の開発・販路開 

拓事業 

26-5 ㈱シアターハウス 福井市 
眼鏡枠製造技

術 
Bluetooth ヘッドセットの着脱が可能な眼鏡フレームの製造･販売 

26-6 スタイル・オブ・ジャパン㈱ 小浜市 若狭塗箸 若狭塗箸の製造技術ならびに表現技法を活用した縁起商品の販路開拓事業 

 



Ⅳ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【ふくいの産業遺産 手しごと承継】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-7 市橋彫刻工房 福井市 

ふくいの手し

ごと認定  

漆器 

県産木材と木彫彫刻技術、漆塗技術を活用したレリーフ商品開発と販路開拓事業 

26-8 ㈱マコト眼鏡 鯖江市 

ふくいの手し

ごと認定 

眼鏡枠 

手仕事による高付加価値のセルロイド眼鏡の新規開発と販路開拓事業 

 
 

Ⅴ 企業連携による産地競争力強化モデル事業（小規模企業） （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

26-9 ディスセット 大野市 
合成繊維長繊

維 

新たなベルベット生地開発を主軸とした「MADE IN FUKUI」の高付加価値ファッション衣料の

開発とその販路開拓事業 

 
 

（平成 26年 10月 10日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 25 年度第 4 回】 

［五十音順］ 

 
 
 

Ⅰ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-18 ㈲タツタ 越前市 眼鏡 眼鏡部品製造技術を活用したギター部品及び楽器の商品開発とその販路開拓事業 

25-19 ㈱GAIA 福井市 
富津甘藷、サ

トイモほか 

福井県産野菜を活用した 100％女性視点による、「美味しく野菜を食べる・魅せ 

るスイーツ」の商品開発とその販路開拓事業 

25-20 ㈲ユタカ建商 越前市 越前指物 
越前指物技術と LED導光板技術とを活用した LED照明内蔵の建具商品及びインテリア商

品の開発とその販路開拓事業 

25-21 増永眼鏡㈱ 福井市 眼鏡 瞬間的に色が変わるレンズを備えたサングラスの販路開拓事業 

25-22 ㈱夢食堂 敦賀市 福井梅 福井梅を活用した爽やかな味わいで、見た目も美しい梅アイス最中の販路開拓事業 

 

 

Ⅱ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-23 
連携体名：MYK ﾃｷｽﾀｲﾙ企画ﾁｰﾑ 

代表企業：㈱マツミ 
福井市 繊維 

糸加工の技術で合繊の機能性と天然繊維のカジュアル感を表現したファッションテキ

スタイルの開発及び販路開拓 

 
 
 



 
 

「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 25 年度第 3 回】 
［五十音順］ 

 

Ⅰ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【小規模企業連携】 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-14 ㈲加茂藤刃物 越前市 
越前打 

刃物 
越前打刃物を活用した障害者用包丁の商品開発とその販路開拓事業 

 

 

Ⅱ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-15 ㈱アトラス 勝山市 
繊維 

越前和紙 
最先端ニット、撚糸の製造技術を活用した和紙繊維の油吸着材開発とその販路開拓事業 

25-16 ㈱ジャクエツ環境事業 敦賀市 
恐竜の 

化石 
恐竜デザイン遊具ディノワールド（福井県立恐竜博物館監修）の開発と販売促進 

25-17 ㈲高鳥紙業 小浜市 
若狭 

塗箸 
自然の押花を塗箸に施した押花箸の商品開発と販路開拓事業 

 
 
 
 

（平成 26年 4月 1日現在） 
 
 

 



 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 25 年度第 2 回】 

［五十音順］ 

 

Ⅰ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-8 ㈱加藤八 鯖江市 眼鏡 
側方視を従来品より約 20％拡げ安全性・性能性を高めたスポーツサングラスフレームの開

発とその販路開拓事業 

25-9 ㈱サンユー 鯖江市 越前漆器 越前漆器と盆栽を組み合わせたインテリアグッズの販路開拓事業 

25-10 スギモトデザインスタジオ 坂井市 眼鏡 
超弾性レンズ素材を使用したネオ-リムレスフレーム（セミオーダーシステム）の商品開発と販

路開拓事業 

25-11 ㈱ヤマサ製麺 福井市 永平寺蕎麦 “体に優しいそば”の販路開拓と新たな食べ方のサービス提供事業 

 

Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-12 ㈱トライアド 越前市 
コウノトリ米 

（コシヒカリ） 
「コウノトリ呼び戻す農法」米（コシヒカリ）をお米ギフト（ハグ米）として販売展開 

 

Ⅲ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-13 
連携体名：Monsura.Yamada.Alliance 

代表企業名：㈲山田商店 
福井市 繊維 

団塊・シニア世代向けのスラックス用途を中心とした原材料（糸）からの高機能付加価値生地

の開発と、国内/アジアへの販路開拓事業 

 
（平成 25年 10月 8日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 【平成 25 年度第 1 回】 
［五十音順］ 

Ⅰ 地域資源活用による新商品開発・販路開拓支援事業【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-1 揚原織物工業㈱ 鯖江市 繊維 難燃ポリエステル原糸を使った防炎ベルベットカーテンの販路開拓事業 

25-2 イサムの漉き織 越前市 
繊維 

越前和紙 
繊維と越前和紙の技術を活用したブライダル向け「漉き織」製品の販路開拓 

25-3 ㈱カリョー 福井市 水ようかん 蜜漏れしない水ようかん用パッケージ等の開発による地域菓子店販路開拓支援事業 

25-4 日装㈱ 福井市 繊維 
新開発の刺繍用伸縮糸と福井の繊維製造技術を活用したスポーツウェア・アウター向け高

伸縮性刺繍生地の開発と販路開拓事業 

25-5 松田織物㈲ 福井市 繊維 ヨーロッパ市場向けエコ素材ティーバック生地の商品開発と販路開拓事業 

25-6 ㈱横井商店 福井市 

福井米 

六条大麦 

福井梅 

棗 大豆 

らっきょう 

福井米・六条大麦・福井梅・棗・大豆・らっきょうを活用したチョコレートコーテング加工商品の

開発と販路開拓 

 

Ⅱ 小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

25-7 ㈱オナガメガネ 福井市 眼鏡 丸井と連携した「frontosa THE 291」の共同開発と宣伝、販売事業 

（平成 25年 5月 24日現在）  



 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 24 年度 嶺南企業特別支援枠】 

 
［五十音順］ 

Ⅰ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-25 オグチ社会保険労務士事務所 高浜町 

へしこ 

とろろ昆布 

越前ガニ 

越のルビー 

福井梅 他 

鯖のへしこ等福井特産品によるケークサレ（塩ケーキ）の商品開発と販路開拓事業 

24-26 若越印刷㈱ 敦賀市 越前和紙 
越前和紙(すかし技術)を利用し福井をイメージしたメモキューブ等の開発とその販路開拓事

業 

24-27 ㈱ダイショウジャパン 若狭町 
福井梅 

（紅映梅） 
福井梅を活用した梅果汁ゼリー飲料の販路開拓事業 

24-28 ㈱福梅 若狭町 
福井梅 

（新平太夫梅） 
新平太夫梅を蜂蜜とカシスで漬け込んだ「カシス梅」の販路開拓事業 

24-29 ㈲増米商店 敦賀市 
若狭ぐじ 

若狭ふぐ 

福井県で水揚げされる「若狭ぐじ」「若狭ふぐ」を中心に、冷凍新技術を用いた海鮮どんぶり

の具等の商品開発と販路開拓事業 

（平成 25年 1月 8日現在）  



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 24 年度第 2回】 
 

［五十音順］ 

Ⅰ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【小規模企業連携】 （助成率２／３、限度額３００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-7 みくに園 坂井市 越前焼 越前焼のセラミックを土の代わりに活用した新しい盆栽の開発および販路開拓事業 

 

 

Ⅱ 地域資源を活用した新商品開発・販路開拓支援事業 【一 般】 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-8 ㈱ウタ 敦賀市 
昆布 

日本酒 
水産加工品(昆布)と地酒を活用したリキュールの商品開発と販路開拓事業 

24-9 ㈱環境 E.M.C プロジェクト 福井市 

にんにく 

越のルビー 

たまねぎ 

にんじん 

永平寺産ニンニクの熟成技術を活用し、越のルビーなどを原材料とする新タイプのケチャップ

の開発と販路開拓 

24-10 Jewe.la㈱ 鯖江市 
越前漆器 

眼鏡 
越前漆器箸に、新たな装飾を施した新商品「STICK PIERCE」の販路開拓事業 

24-11 第一織物㈱ 坂井市 繊維 
熟年世代の日本人男性特有のニーズに対応した高機能な高級カジュアルアウターの商品開

発と販路開拓 

24-12 滝の川寿し 越前町 
越前がに 

ホタルイカ 

「越前がに」・「ホタルイカ」を活用したフランス料理のコンフィ風加工食品の商品開発と販路開

拓事業 

24-13 たねと、はっぱ。 福井市 

ふくいポーク 

六条大麦 

なつめ 

福井県産大麦入りの「生地」にふくいポークなど「福井県産具材」を入れた「福井ポークまん」

の商品開発及び販路開拓事業 

24-14 テクノワープ㈱ 鯖江市 繊維 経編の製造技術を活用した伸縮性反射材バンドの販路開拓事業 

24-15 冨田商事㈱ 福井市 繊維 
福井初のﾍﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ FF(ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ)を使用した福井での婦人衣料向け織編物の国内外への

販路開拓 



番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-16 ㈱西村金属 鯖江市 眼鏡 特許技術を活かした「超薄型リーディンググラス」の販路開拓事業 

24-17 ㈲ボンバーデザインワークス 鯖江市 眼鏡 
眼鏡の製造技術を活用したフィッティング調整が可能な新しいオーバーグラスの開発とその

販路開拓事業 

24-18 ㈱三玄 福井市 へしこ 伝統のスローフードへしこを活用した調味料の開発と販路開拓事業 

 

Ⅲ 農商工連携による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-19 ㈱大津屋 福井市 里芋 
福井県大野市の里芋を真空調理法を活用した「里芋の衣かつぎ」の商品開発と大規模広報

活動による首都圏への販路開拓 

24-20 ㈱ぼたん亭 敦賀市 大豆 
新品種の福井県産大豆「里のほほえみ」を使った油揚げと打豆のヘルシーレトルトカレーの

商品の開発と販路開拓 

24-21 ㈲ヤマグチ食品 美浜町 
みかん 

トマト 
東浦みかん・高糖度トマトを使った「でざーとーふ」の開発と販路開拓 

 

Ⅳ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-22 
連携体名：MYK ﾃｷｽﾀｲﾙ企画ﾁｰﾑ 

代表企業名：㈱マツミ 
福井市 繊維 

糸加工の技術で合繊の機能性と天然繊維のカジュアル感を表現したファッションテキスタイ

ルの開発および販路開拓 

24-23 連携体名：Over the front 

代表企業名：山甚撚糸㈱ 
福井市 繊維 機能性素材と複合技術を活用した“超”消臭多機能繊維製品の商品開発と販路開拓事業 

24-24 
連携体名：Monsura.Yamada.Alliance 

代表企業名：㈲山田商店 
福井市 繊維 

団塊・シニア世代向けのスラックス用途を中心とした原材料（糸）からの高機能付加価値生地

の開発と、国内/アジアへの販路開拓事業 

（平成 24年 10月 9日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 24 年度第１回】 
 

［五十音順］ 

 Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-1 ㈱オンビート 福井市 眼鏡 
レーザー加工技術とクラフト技術を活用したロー付け・丁番レスのオール一体型メガネフレーム、

サングラスの販路開拓 

24-2 ㈱ナック 越前市 
足羽杉 

河和田杉 
柿渋塗料と圧密加工技術を利用した県産杉材の内装材開発とその販路開拓 

24-3 ひかり商事㈱ 福井市 繊維 福井の繊維技術を活かした、茶葉由来成分による抗菌消臭加工商品の開発と販路開拓事業 

24-4 ㈱室次 福井市 
醤油 

魚醤 
天然醸造醤油と魚醤の製造技術を活用した高アミノ酸減塩醤油の販路開拓事業 

24-5 ㈱ユーロビジョン 鯖江市 眼鏡 鯖江の眼鏡製造技術を活用したシートメタル丁番の眼鏡フレームの販路開拓 

 

Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

24-6 敦賀合同青果㈱ 敦賀市 黒河マナ 敦賀伝統野菜黒河マナの業務用真空フリーズ商品の開発と販路開拓 

（平成 24年 4月 2日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 23 年度第２回】 
［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-9 ㈱小大黒屋商店 福井市 和蝋燭 越前和蝋燭の製造技術を活用したアロマ和蝋燭の研究開発とその販路開拓事業 

23-10 広撚㈱ 福井市 繊維 長繊維織編技術及び特殊加工技術を生かした高機能クロスの販路開拓事業 

23-11 堀川製茶㈲ あわら市 
大豆 

福井米 

福井の郷土のお茶「越前豆茶」と郷土のお米「コシヒカリ」を使用した玄米茶を活用したスイーツ

の商品開発と販路開拓事業 

23-12 ㈲龍泉刃物 越前市 越前打刃物 越前打刃物の製造技術を活用したコアレス多層鋼ブレード包丁のＥＵ向け販路開拓事業 

 

Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-13 ㈱ＩＳｎｅｔ 福井市 
五領たまねぎ 

永平寺にんじん 
永平寺地区の地域特産野菜を活用した粕漬けの開発及び販路開拓事業 

 

Ⅲ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-14 連携体名：新パフ プロジェクト 

代表企業名：㈱新栄染色 
鯖江市 繊維 福井の繊維技術を活用した化粧用長毛パフの開発と販路開拓事業 

23-15 
連携体名：フォーシーズン 

代表企業名：小林縫製㈱ 
福井市 繊維 福井の合繊/ニットを利用したシャツ・パンツ等の商品開発と中国への販路開拓 

（平成 23年 11月 1日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 23 年度第 1回】 
［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-1 ㈱芦原グランドホテル 隆泉荘 あわら市 

越のルビー 

福井米 

あわら温泉 
越のルビーを活用した健康酢商品の新たな情報発信手法による販路開拓事業 

23-2 ㈱サーフデザイン 鯖江市 眼鏡 眼鏡加工技術を活用し開発した世界一薄い iphone カバー「leaflick」の販路開拓事業 

23-3 田安鉄工 福井市 越前瓦 越前瓦の製造技術を活用した簡易石窯「越前かわら窯」の商品開発とその販路開拓事業 

23-4 ㈲前田ネーム 坂井市 繊維 
細巾テープへの染色、捺染加工技術を活用したプリント伸縮包帯の商品開発とその販路開拓事

業 

23-5 ㈱ヤマゴ 福井市 

日本酒 

するめいか 

酒粕、米麹 
福井の素材で仕込んだ「吟醸塩辛」の開発と販路開拓事業 

 

Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援事業 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-6 ㈲小堀菓舗 敦賀市 
みかん 

福井米 
敦賀のみかんと福井米の米粉を活用した新しい洋菓子の開発と販路開拓事業 

23-7 ㈱西洋菓子倶楽部 坂井市 福井米 
福井発祥のブランド米「コシヒカリ」を活用した『おこげの香り』の洋菓子の商品開発とその販売開

拓事業 

 

Ⅲ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

23-8 
連携体名：明林ＲＤ会 

代表企業名：明林繊維㈱ 
福井市 繊維 織物にニットを加えた福井県産テキスタイルの商品開発と中国への販路開拓 

（平成 23年 4月 1日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 22 年度第 2回】 

［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-16 ㈲あまから 福井市 五領玉ねぎ 
永平寺特産「五領たまねぎ」をふんだんに使用したトンカツ専用ソースの商品開発とその販路

開拓事業 

22-17 ㈱越前水産 福井市 へしこ 
へしこを活用した「へしこのわさび漬け」及び「へしこの食べるラー油」の商品開発とその販路開

拓事業 

22-18 ㈱雄島館 坂井市 
越前がに 

甘えび 
越前がにと甘えびを活用した非冷凍寿司の商品開発による産地産品のブランド強化事業 

22-19 ㈱オーナメント A 越前市 
越前水仙 
あじさい 
菊、福井梅 

越前水仙をはじめとする福井の花を活用した加工花商品の販路開拓事業 

22-20 川崎産業㈱ 福井市 繊維 ニット生地製品技術を活用した果実保護袋の商品開発と販路開拓事業 

22-21 ㈲幸伸食品 
永 平 寺

町 

精進料理 

（永平寺） 
永平寺の精進料理を活用した「精進だし」の開発と販路開拓 

22-22 ㈱ごーる堂 福井市 
大豆 

芦原温泉 
芦原の温泉水と福井の大豆を利用した「インスタントみそ汁」の商品開発とその販路開拓事業 

22-23 ㈱ササマタ 鯖江市 眼鏡 レンズ交換可能な 3 段階跳ね上げ機構を備えた前掛け式グラスの販路開拓事業 

22-24 ㈱杉原商店 越前市 越前和紙 越前和紙の高い技術力を駆使したインテリア、建築素材向けの新商品提案および販路開拓事業 

22-25 タナカフォーサイト㈱ 鯖江市 眼鏡 生分解性プラスチックによる眼鏡フレームの販路開拓事業 

22-26 ㈱トーキン 鯖江市 
福井米 

眼鏡 
福井米を使用した玄米ミルクの販路開拓事業 

22-27 南条織物㈱ 南越前町 繊維 畳縁の特性を活かした「手芸用キット」の開発及び販路開拓 

22-28 福井窯業㈱ 福井市 
笏谷石 
越前漆器 

笏谷石を加工した現代食器の商品開発とその販路開拓事業 



若狭塗箸 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-29 冨士経編㈱ 鯖江市 繊維 
合成繊維長繊維ニット生地の特性を活かし、経編製造技術と縫製技術を活用した日よけネットの商

品開発とその販路開拓事業 

22-30 ㈱フナイワークス 小浜市 
若狭塗箸 

眼鏡 

女性マーケティングに根ざした新発想・新デザインのジュエリー(宝飾)箸の企画開発と販路開拓事

業 

22-31 吉岡ロゴテック 福井市 眼鏡 "眼鏡製造技術を活かした特許アイデア「ピックリップ」付きスプーン等の開発及び販路開拓事業 

 

Ⅱ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-32 連携体名：ﾆｭｰﾏﾃﾘｱﾙﾁｰﾑ SMOⅡ 
代表企業名： 鈴木産業㈱ 

永平寺町 繊維 
細番手に特化したオリジナル混繊糸の開発による新たなファッション衣料用生地の
開発 

 

【小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-33 ㈱三興 鯖江市 眼鏡 
自社の偏光レンズと鯖江フレーム生産技術を活用したリゾートサングラスの商品開

発とブランド構築、販路開拓事業 

（平成 22年 10月 8日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 22 年度第１回】 

［五十音順］ 

Ⅰ “福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-1 ㈱越前漬物本舗 越前市 福井米 
福井米で作る米ヨーグルト(植物性乳酸菌)を使った低カロリーアイスクリームの開発と販路開

拓事業 

22-2 ㈱織工房 風美舎 福井市 繊維 合繊カラミ織を活用したインテリア照明等の商品開発と販路開拓事業 

22-3 ㈱キッソオ 鯖江市 眼鏡 眼鏡の製造技術を利用した、アクセサリー（指輪、ジュエリー）の商品開発とその販売開拓事業 

22-4 坪由織物㈱ 坂井市 繊維 絹織物を使ったブライダル素材の開発および販路開拓事業 

22-5 福井大麦倶楽部 福井市 六条大麦 福井県産六条大麦を活用したパウンドケーキ手作りセットの商品開発と販路開拓事業 

22-6 ㈱森八大名閣 福井市 越前がに 福井名産 越前ガニを活用した菓子の開発とその販路開拓事業 

22-7 ㈲山口工芸 鯖江市 越前漆器 越前漆器産地の技法による一生逸品の高付加価値印鑑の製作 

 

 

 

 



Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-8 ㈲内田撚糸 福井市 福井米 福井米から抽出した「食用米ぬか油」の商品開発、および販路開拓事業 

22-9 グランディア芳泉㈱ あわら市 
福井すいか、
富津甘藷、 
越のルビー等 

坂井北部丘陵地産の農産物を活用した生フルーツ・ゼリーの開発および販路開拓事業 

22-10 ㈱山蔵 越前町 ミディトマト 自社生産トマト「マリンオーレ」を活用したジャム及び菓子類の開発と販路開拓 

 

Ⅲ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-11 
連携体名：Ｔeam・一心行 

代表企業名：田中商店 
福井市 繊維 産元４社合同による福井の高付加価値複合織物の商品開発と販路開拓（継続） 

22-12 
連携体名：FY カラーウェイブ 

代表企業名：福井山本㈱ 
福井市 繊維 先染織物による福井ブランド確立（継続） 

22-13 
連携体名：明林ＲＤ会 

代表企業名：明林繊維㈱ 
福井市 繊維 織物にニットを加えた福井県産テキスタイルの商品開発と中国への販路開拓 

 

【小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

22-14 ㈱ノバ 鯖江市 眼鏡 世界に誇れる眼鏡職人の技を活用した商品開発とその販路開拓事業 

22-15 宮本眼鏡㈱ 鯖江市 眼鏡 ハネ上げメガネによる差別化及び販路拡大事業 

（平成 22年 4月１日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 21 年度第 2回】 

［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-27 ㈲エムテックオプチカル 鯖江市 眼鏡 特許技術を活用したツーポイント商品開発とその販路開拓 

21-28 ㈲大谷商店 高浜町 
福井米 

水産練製品 
福井県産コシヒカリの米粉を活用した新感覚の『蒲鉾』の開発とその販路開拓事業 

21-29 ㈱奥井海生堂 敦賀市 昆布加工品 厳選した加工昆布の活用技術を応用したトッピングセレクトの開発と販路開拓事業 

21-30 ㈱加藤八 鯖江市 眼鏡 
メガネフレーム・レンズへの印刷技術を活用した矯正（サングラス）レンズ表面へのファッション

性製品（イレギュラーコート）開発と販路開拓事業 

21-31 カワイマテリアル㈱ 坂井町 福井梅 Caサプリ（福井梅）の販路開拓事業 

21-32 ㈱竹内商店 福井市 
繊維、漆器、

家具建具 
福井産の素材・技術を利用した鞄の商品開発と販路開拓事業 

21-33 福井編織㈱ 福井市 繊維 
ニット生地にメッシュ加工技術を活用したスポーツアンダーシャツの商品開発とその販路開拓

事業 

21-34 富士工業㈱ 福井市 繊維 福井県産ガラス繊維織物を基材とした超薄型保温断熱シートの商品開発 

21-35 ㈱ボストンクラブ 鯖江市 眼鏡 鯖江の眼鏡製造技術を活用したゴルフ専用サングラスの商品開発と販路開拓事業 

21-36 ㈱メディディア 鯖江市 木工加工 木工製品の製造技術を活用した点滴スタンドの商品開発とその販路開拓事業 

 

 

 



Ⅱ 農商工連携による新事業創出支援 （助成率２／３、限度額６００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-37 カワイローラ㈱ 永平寺町 足羽杉 足羽杉と金属を組み合わせた店舗用什器の商品開発及び販路開拓事業 

21-38 ㈱高橋製粉所 福井市 
福井米 

県産小麦 
県産コシヒカリ・県産小麦粉を使用した非アルファー麺用の米粉ミックス粉の開発と販路拡大 

21-39 ㈱福梅 若狭町 福井梅 うめチーズ Spreadの製品開発・販路開拓事業 

21-40 フレッグ食品工業㈱ 永平寺町 そば 「５分以内で作れる福井県のそば茶碗蒸しキット」の開発と販路開拓事業 

21-41 ㈱前川幸一商店 福井市 
鯖 

越のルビー 

福井県産サバ使用の魚醤と越前産のフルーツトマト越のルビーを活用したお刺身の食べ方に新提

案する液体調味料の開発 

Ⅲ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-42 

連携体名： 

S-West新商品開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 福井市 繊維 高耐光椅子張り地の開発と販路開拓事業 

代表企業名：西出商事㈱ 

 

 
（平成 21年 10月 16日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 21 年度第 1回】 

［五十音順］ 

Ⅱ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-1 ㈱アイプラス 鯖江市 眼鏡 10 万回開閉してもつる（腕）がバタつかないネジなし丁番付き眼鏡枠の開発と販路開拓事業 

21-2 ㈱足羽工業所 福井市 繊維 MADE IN FUKUIテキスタイルプロジェクト 

21-3 ㈱甘泉堂 福井市 羽二重餅 福井の食材と文化を生かした新しい羽二重餅の製造開発およびお土産の逸品として販路拡大 

21-4 (資)北善商店 
南条郡 

南越前町 

つるし柿、 

清酒 
「つるし柿」を活用したリキュール開発及び販路開拓事業 

21-5 ケイテー㈱ 勝山市 繊維 合成繊維長繊維織編物の製造技術を活用した、盲導犬専用ユニフォームの開発と販路開拓事業 

21-6 ㈱三工光学 鯖江市 眼鏡 新素材メガネフレームの開発と販路開拓事業 

21-7 ㈱清水工業所 鯖江市 眼鏡 新しい眼鏡枠の商品開発、販路開拓事業 

21-8 ㈲ジャストワーク 福井市 
福井産の 

農水産物 
福井の食材を利用した美味しく長期保存可能な惣菜の商品開発と販路開拓事業 

21-9 ㈲田村長 小浜市 甘鯛 「甘鯛湯葉巻・若狭鍋」の開発を中心とする若狭甘鯛商品開発販路開拓事業 

21-10 坪金商事㈱ 坂井市 繊維 メッシュ織物のクラフト用品の商品開発と販売事業 

21-11 ㈱とば屋酢店 小浜市 酢 糖質制限ドレッシング、調味料の開発と販路開拓 

21-12 ㈲西尾眼鏡 鯖江市 眼鏡 眼鏡製造技術を活用したアクセサリーの商品開発とその販路開拓事業 

21-13 ㈱白山やまぶどうワイン 勝山市 山ぶどう 健康飲料「飲む山ぶどうワインビネガー」新商品の販路開拓事業 



21-14 ㈱浜本テクニカル 鯖江市 眼鏡 射出成型によらないプレス技術を使ってのプラスチック眼鏡枠の製造・販売 

21-15 ㈲林工務店 勝山市 福井米 稲藁・もみ殻の固形化とその販路開拓事業 

21-16 
FACTORY Design 

＆Associates. 
小浜市 指物家具 

福井県産の杉、桧の間伐材及び建築端材を使った天然無垢材の家具［言の葉風］の企画設計、広

報及び販売開拓事業 

21-17 ㈱福井洋傘 福井市 工業品 新素材を活かした高級軽量傘の開発 

21-18 ㈲ホテルアーバンポート 小浜市 
小浜の食材、 

観光資源 
大衆向け若狭ブランド食品の開発・販売とさば街道２１の創造 

21-19 ㈲溝口精肉店 
大飯郡 

おおい町 

醤油、 

カツ丼文化 
福井産醤油と福井のカツ丼文化を活かした、しょうゆカツ丼用ソースの販売 

Ⅰ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-20 
連携体名：エコミックス 

福井市 繊維 エコミックス商品開拓共同事業 
代表企業名：㈱ウエマツ 

21-21 
連携体名：Team･一心行 

福井市 繊維 産元４社合同による福井の高付加価値複合織物の商品開発と販路開拓 
代表企業名：田中商店 

【小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

21-22 竹内光学工業㈱ 鯖江市 眼鏡 ジュラルミン製メガネフレームの共同企画および「THE291」ブランド発信、販売事業 

21-23 ㈱タケダ企画 福井市 眼鏡 消費者が真に求める THE２９１メガネのデザイン企画開発事業 

21-24 ㈱長井 鯖江市 眼鏡 老舗小売店と連携した卓越した商品開発による「THE291」ブランド力アップ事業 

21-25 福井めがね工業㈱ 鯖江市 眼鏡 
素材を重視し高度な技術を駆使した安心・安全なメガネの開発と統一ブランド「THE291」ブランド全

国発信事業 

21-26 ㈱三輪機械 福井市 眼鏡 眼鏡用機械メーカーが取り組む自社ブランドフレーム初チャレンジ事業 

（平成 21年 4月 13日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 20 年度第 2回】 

［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

20-12 ㈱海洋 福井市 
越前がれい 

（赤がれい） 
越前がれいを活用した新しい冷凍食品の商品開発および販路開拓事業 

20-13 金津繊維㈱ あわら市 繊維 kna plus（ポリ乳酸繊維を使用したエコ素材バッグ）の販路開拓事業 

20-14 ㈲米又 福井市 工業品 本県の加工技術を活用した新商品開発および販路開拓事業 

20-15 畠山酒造㈱ 南越前町 
日本酒 

福井梅 
日本酒で仕込んだ梅酒の梅を活用した「梅酒水ようかん」の開発および販路開拓事業 

20-16 ㈲毘沙門寿司 福井市 
福井米 

へしこ 
福井米及びへしこ糠等を活用した健康食品の開発と自然食品市場への販路開拓事業 

20-17 舟木酒造(資) 福井市 
ブルーベリー 

日本酒 
地元農産品を活用した低アルコール商品開発及び販路開拓事業 

20-18 ㈲プランニング ヤマコウ 大野市 越前和紙 和紙を用いた新打楽器の開発、製造、販売 

20-19 枩田商店 福井市 へしこ 
国産の鯖を使用し、へしこの独特のくせを軽減した「洋風へしこ」の商品開発と首都圏等の外食産業

を中心とした販路開拓事業 

20-20 ミツカワ㈱ 越前市 ニット生地 芝生緑化を促進するニット技術を活用した芝生植栽基盤素材の販路開拓事業 

20-21 ㈲ユタカ建商 越前市 越前指物 越前指物技術を活用した動物形組木パズル開発と販路開拓事業 

Ⅱ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業（異業態連携）】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

20-22 
連携体名：ＦＹカラーウェイブ 

福井市 繊維 
先染織物による福井ブランド確立 

代表企業名：福井山本㈱ 

（平成 20年 10月 8日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 20 年度第１回】 

［五十音順］ 

“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

20-1 アジチファーム 福井市 福井米 福井県産コシヒカリを使用した米パンの生地の商品開発と販路開拓 

20-2 越前漆器㈱ 鯖江市 越前漆器 越前漆器の伝統技術を活用した箸の商品開発と、その販路開拓事業 

20-3 川崎リボン工業㈱ 福井市 細幅織物技術 細幅織物の製造技術を活用したオーガニックコットンリボンの販路開拓事業 

20-4 ㈲くらや 越前市 家具建具 「防災建具」の商品開発から販路開拓事業 

20-5 ㈱コネクト.エス 福井市 
越前和紙 

繊維編立技術 
機能素材（越前和紙）を使用した商品開発と独自の販路開拓事業 

20-6 第一織物㈱ 坂井市 織物製造技術 スポーツ用機能繊維を使ったファッション性の高いタウンコート（アウター）の商品開発 

20-7 タガハウス㈱ 鯖江市 越前和紙 越前和紙製造技術を活用した新規和紙壁紙開発（越前和紙タイル）と販路開拓事業 

20-8 西村珈琲㈱ 福井市 
福井県産農産

品 
福井県の特産品を活用したジェラートの商品開発と販路開拓事業 

20-9 ㈱フクオカラシ 鯖江市 眼鏡製造技術 眼鏡部品製造技術を活用した高性能部品開発と販路開拓事業 

20-10 ㈲モデル 若狭町 
越前和紙 

家具建具 
新規工芸品の創出、試作および販路開拓 

20-11 ラック㈱ 永平寺町 繊維技術 全てＦｕｋｕｉ Ｍａｄｅのオンリーワン衣料品の開発と販路開拓事業 

（平成 20年 4月 8日現在） 



「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧表 【平成 19 年度第１回】 

［五十音順］ 

Ⅰ“福井の強みを活かす”チャレンジ企業支援 （助成率１／２、限度額５００万円） 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

19-1 えちぜん和思工房 越前市 越前和紙 越前和紙の製造技術を活かした健康型越前和紙壁紙の販路拡大促進事業 

19-2 (有)錦壽 越前市 越前漆器 漆塗り技術を活用した家具の商品開発と販路開拓事業 

19-3 田中石油㈱ 高浜町 
若狭の椿および 

椿の種 

若狭地方等県内に自生している椿の種を搾油して、純油 100％の椿油を製造し食油として商品開発

と販路開拓事業 

19-8 チェルト㈱ 勝山市 繊維 高機能織物とそのデザイン縫製技術を活用したセパレートネットの開発と販路開拓事業 

19-5 マルイチセーリング㈱ 越前市 
越前和紙 

越前漆器 
越前和紙・漆器を活用した家具の開発・販売 

 

Ⅱ 企業同士の「連携」による福井産地の再活性化 （助成率２／３、限度額６００万円） 

【１ 企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業（異業態連携）】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

19-6 
連携体名：エコミックス 

福井市 繊維 エコミックス商品開拓共同事業（シルクプロテイン被覆加工繊維による商品開発・販路開拓事業） 
代表企業名：㈱ウエマツ 

【２ 小売店との連携によるふくいブランドめがね販売モデル事業 】 

番号 事業所名 所在地 地域資源 事業名 

19-7 オリエント眼鏡㈱ 鯖江市 眼鏡 「小売店と連携した新商品開発と産地統一ブランド『THE２９１』知名度アップ」事業 

19-8 ㈱辻めがね 鯖江市 眼鏡 有名小売店との連携による自社ブランド初チャレンジ事業 

（平成 19年 12月 6日現在） 

 


