
令和４年度　しまね食品産業連携プロジェクト推進（しまねLFP）パートナー名簿

○構成組織 （令和４年９月５日現在）

整
理
№

構成組織名 主力商品・産品 自社（自者）の強み、特色PR

生産

1 社会医療法人　正光会　さんさん牧場 バタフライピー
馬・うさぎ・ヤギを飼育する観光牧場
馬ふんを活用した循環型農業
障がい者の就労支援施設で丁寧な作業

2 島根県立農林大学校
トマト、メロン等の果
菜類

農産物を学生自らが栽培しています。
昨年度からは加工品開発にも取り組んでいます。

3 有限会社宝箱 有機栽培茶

松江市の南、宍道湖・中海を望む清澄な里山、大庭空山
で自家製の植物原料由来の堆肥を使った有機栽培で茶
を生産し、製造加工小分け販売まで自社で一貫した製品
づくりを行っております。美味しまね認証（上位基準）を取
得し、品質の向上に努めています。

4 有限会社　安藤農園 メロン　トマト 特色ある農産物を栽培していること

5 高見いちご縁 いちご
基本を大切にし、植物の状態をベストに保って美味しいい
ちごをお届けできるよう努めています。
美味しまね認証ゴールド取得。

6 FARM　SHIMIZU
白ネギ、小麦、大
豆、緑ナス

農薬、化学肥料を使わない生産方法をとっており、すべて
の品目で有機JAS認証を取る予定です（令和6年度まで
に）。また一部の圃場では自然栽培という方式を取り入れ
ており、肥料も使わず、種も自分で採取したものを使用す
る、圃場外からの資材は一切投入しないといった栽培もし
ています。白ネギの有機栽培や自然栽培は県内でも珍し
いと思いますし、管理面積も60aと、広いほうなので量もあ
る程度確保できるところが強みの１つです。

7 香の宮Ｆ＆Ａ
小松菜、水菜、ほう
れん草などの有機葉
物野菜

ビニールハウス５３棟でほうれん草、水菜、チンゲンサイ、
小松菜など１０種類の作物を生産しています。豊かな水な
ど豊かな自然環境を活かした栽培を行っています。また、
土づくりに力を入れており、土壌分析結果を基に、多様な
有機肥料を施用しています。えぐみなど雑味を感じない野
菜となるよう施肥設計や土壌検査を確認しながら安定した
食味の研究をしています。

8 やすぎ観光みかん園

観光みかん園。みか
ん・みかんジュース・
みかん苗、みかんパ
ウダー・みかん石け
んの販売

山陰で唯一の観光みかん園。エコファーマー島根県知事
認定果樹園。温州ミカン及び交雑種25品種を栽培。化成
肥料は使用せず、落ち葉や米ぬかを経年熟成した堆肥、
牡蠣殻や海藻など自然素材をベースとし肥培管理を徹底
し、みかんの販売にあたっては残留農薬検査を実施し安
全性を確保しています。
主力商品のみかん・みかんジュースについては、当園の
栽培スタンスが理解され県内外からの需要に追い付かな
い状況にあり、生産拡大に努めています。

9 空と小さな屋根の農園 いちご　イノシシ
東京からIターンし、いちごで新規就農するものです。益田
市です。キッチンカーも製造し、市外県外で益田の農産物
を使ったスイーツ等を展開する予定です。



10 佐々木農園 西条柿

神話の国、島根県の西に位置する浜田市三隅町。自然豊
かな山あいに在る柿園は日本海の潮風と赤土に恵まれて
います。西条柿栽培を始めて今年で17年目になりますが
毎年一年生のつもりで取り組んでおり、年間作業は剪定、
肥料、摘蕾、摘果、草刈り、防除、収穫等々ありますがと
にかく「手を抜かない」気持ちで栽培しています。手を抜く
と必ず品質に影響してくるからです。特に摘蕾作業を重視
しています。摘蕾時に最終着果量まで調整しほぼ摘果は
しない。そのことで栄養が十分果実に行き届き傷の少なく
きれいで美味しい糖度の高い柿になると考えています。
又、栽培を始めてから一度も除草剤を使用しない草生栽
培に取り組み、牛糞堆肥を主肥料とし土からこだわり収穫
の時期を迎えるのです。
園内にスプリンクラーを完備し、近年の異常気象にも負け
ない産地づくりに取り組んでいます。そんな自園の西条柿
はこれまで島根県の西条柿品評会でも数回受賞し高評価
を得ることが出来ました。個人への直接販売で全国発送
もしています。これまで多くの方へ自園の柿を発送させて
いただいております。お客様に「美味しかった」と言ってい
ただけるよう「手を抜かない」気持ちでこれからも一生懸命
取り組んでいこうと思います。
浜田市認定農業者、美味しまねゴールドを認証しており
「西条柿の郷」浜田市三隅町を少しでも活性化させ、産地
として後世に残して行けるよう挑戦しています。

流通

11 えびす本郷株式会社
菓子、加工食品、冷
凍、冷蔵

お菓子を中心に取り扱いをしている卸売会社。
山陰の小売業様が主な取引先です。
NB商品だけでなく、地元商品を中心に食に関する物はな
んでも販売しています。
直接消費者へ販売する取引を拡大させていくことも始めて
おります。
企画会社への方向性を模索中です。

12 株式会社　吉寅商店 バトウ・TCトマト商品
卸売業者、運送事業の緑ナンバー取得、地域商社として
様々な面でお手伝いが可能かと思います。

13 山陰オート供給株式会社 運送業 島根県内、及び広島方面の運行便があります。

14 中浦食品株式会社
どじょう掬い饅頭、し
じみ、蕎麦

自社で製菓や食品の製造工場と販売店舗を持っており、
地域の素材を生かした商品開発や販売を行うことが強
み。また山陰両県はもとより県外、海外にも強い販売チャ
ネルがある。

加工

15 だしの外ノ浦十太屋 だし

浜田で水揚げされる魚を主原料として、だしパックを製
造。
なるべく地元産のものをブレンドしております。
完全なる無添加で仕上げております。

16 有限会社本田商店
麺類（乾麺、賞味期
限1年のなまめん）

乾麺と比べ、高価格帯で取引されるなまめんは賞味期限
の短さがネックとなっている。
弊社は下記強みあり。
1　賞味期限　常温で1年の生麺を生産できる。
2　小ロットでの製麺、包材も対応。　価格が高くなるが、
100個程度でもOK。経済ロットは1000食程度

17 株式会社日本海隠岐活魚倶楽部

活イカ・活魚パック、
プロトン凍結商品、
隠岐のいわがき、隠
岐のあわび、隠岐の
さざえ

・離島という点で、漁業の流通面の課題を跳ね返すため
に、活きたままの新鮮な「イカ」や「活魚」をパックして発送
しています。
・隠岐近海産、西ノ島町近海産の新鮮な魚介類を取り
扱っています。



18 有限会社寿山商店 水産練製品
各種練製品を製造しています。山陰地方の特色ある農産
物を利用した製品なども一部製造しています。

19 株式会社シーライフ のどぐろ加工品
地元の発展、資源の有効活用、かっこいい水産加工業の
実現を目指し、時代を先取りした商品の開発や食シーン
の提案を行っています！！

20 日興建材有限会社
江津の野菜を使った
ピクルスの製造販売

新規農業参入によって、今年で８年目を迎える農業部門
に新しく立ち上げた、野菜を加工し販売する事業ですが、
６次産業として、江津市内で生産された野菜を「やまあい
ピクルス」で加工することにより、江津市内の野菜を賞味
期限の長い商品に生まれ変わる事によって、処分される
野菜を活用できる環境づくりに役立てる事を目的としてい
ます。当社の強みは、自社でも野菜の生産を行い、野菜
の価値観やブランド力の強化に役立てる事が出来る事
や、地元の産直市を通じて市内で生産された野菜を中心
に加工するという、江津と言う、地域に密着した新しい江
津の魅力ある商材として、注目される商品に化ける可能
性を持った取り組みだと思っております。安らぎの空間を
作る苔の生産・販売、食の安全を提供する自社農場、ル
ビーのような輝きを持ったピクルスの製造販売と、この三
つの柱を軸に、次世代に必要とされる農業のビジネスモ
デルとなれるような会社作りを目指しています。

21 株式会社パウダーバンクジャパン 食品パウダー

粉砕機の製造販売もしております。
食品パウダーの開発に着手しております。
地方物産の知名度向上、有効活用に取り組んでおりま
す。

22 株式会社中央
冷凍加工品、常温加
工品全般

弁当仕出し業務の傍ら、幅広い技術を活かして、主に旅
館、ホテル、料理屋からの加工品・半調理品のOEM生産
業務を行っております。小ロットからの加工品のOEM生産
も受注可能です。

23 有限会社　真砂 真砂のとうふ

地域産の原材料(大豆等)を使用し、昔ながらの(もはや一
般的ではなくなってしまっている)工法で豆腐を製造し、ま
た豆腐関連商品も製造しています。小ロットの商品です
が、地域性や話題性の創出に取り組んでいます。

24 株式会社カンダ技工
食品、サプリメント、
化粧品製造

米子に本社を置き、境港に食品加工工場を二つ、松江に
化粧品工場を一つ拠点を構え、地元商店（サロン、店舗）
～大手企業の下請けまで幅広く、開発～製品化まで手掛
けております。
ご要望に応じて、独創的な企画力とスピーディな対応を一
番に、お客様の親身になってが対応させて頂きます。

25 有限会社　住京蒲鉾店
すまき蒲鉾、魚コロッ
ケ、なると巻

明治４０年創業の老舗企業。
手作りの商品が多く、お客様からのニーズに対応しやす
い。

26 さんべ食品工業株式会社 サイダー
小ロットで清涼飲料水を製造します。
地元の食材を使用した商品開発、販売を行います。

販売

27 有限会社藤本米穀店 米

明治26年創業の米専門店です。
自ら産地を回り産地や生産者、栽培方法などを細かく分
けてブランド化。
生産者と生活者の橋渡しをするべく、東西に長く海も山も
島もある島根で自然の恩恵を受けたお米をPRしていま
す。
卸売り、小売り、インターネット販売を行っています。

28 （有）山陰ネッカリッチ
有機肥料・土壌改良
材・包装資材・畜産
用添加資材

現在、畜産水産を中心とした県内外の小売業へのマーケ
ティングを行っているが、弊社開発の有機質肥料材・土壌
改良材（ともに有機JAS取得）を活用した農産物の生産に
力を入れている。現在の販売ルートを活用し、特色のある
「島根スタイル」の商品つくりに、また、生産者の意欲、所
得のアップに寄与したい。
　土地の有効活用の点から、休耕地、また、裏作（二毛
作）のアドバイス（生産から販売まで）のコーディネートを
行っている。



29 株式会社キヌヤ 地元食料品全般

平成２６年よりキヌヤローカルブランド協力会代表を務め、
石見地域の商品販売及び開発に取り組み、現在商圏内
商品販売規模を２６億円まで増加。食品表示の指導並び
に衛生管理なども行う。
商品開発並びに、地域事業所間の連携コーディネートも。

30 株式会社ヤマダヤ スーパーマーケット
生鮮商品及び、CGCプライベート商品、地元素材のローカ
ルブランド商品を中心とした隠岐生まれのスーパーマー
ケットです。

31 浅利観光株式会社
まる姫ポーク、江の
川Ｓｈｉｓｈｉ、江の川
鮎、有機野菜

地域商社事業、商品開発、商品企画

32 日本食研株式会社 ブレンド調味料
ブレンド調味料に機能性を付与する事を得意としていま
す。

33 株式会社　タケダＰＤＣ 猪肉

ジビエ肉専門店で一年を通して捕獲し、精肉、販売してい
ます。主力商品は猪肉ですが、鹿肉にも力を入れ始めて
いるところです。
社長も含め3人の会社ですが全員が狩猟免許を取得し、
捕獲、解体、精肉に携わっておりますので、新鮮なお肉を
責任もって販売しています。
捕獲から搬入までの工程は地元の猟師さんに手伝っても
らっておりますが、当社のガイドラインの通りに処理しても
らい、衛生的で鮮度の良い猪肉の確保ができます。
ジビエ肉は解体処理後にマイナス40℃で冷凍してから冷
凍保存し、ブロック肉やスライス肉、ミンチに精肉して出荷
しています。

地元山陰を中心に、広島・岡山・兵庫・神奈川・東京・アメ
リカに店舗を展開。
諸力業態は居酒屋で、その他に、鍋専門店、チーズ料理
専門店、鰻屋、パン屋、唐揚げ屋、蕎麦屋、ステーキ屋、
開店寿司屋（今後）を展開中

多店舗展開、関東にも店舗展開しておりまして、店舗内で
のメニュー展開
関東圏顧客への訴求ができます。また、安来にセンター
機能があり、一括受け入れ可能です。
現在でも、季節により産地から、直送された産品を店舗へ
デリバリーしています。
これまで以上に、地域に貢献できればと考えております、
何卒宜しくお願い致します。

35 株式会社清松庵
出雲風土記掲載の薬草を
使用した、品物。

弊社は、出雲大社神門通り、安来足立美術館、松江城周
り、鳥取水木しげるロードなどで観光土産品を販売してお
ります。立地からの販売力が強みです。
可能な限り島根を中心とした山陰地方の食材、材料を使
用して、自社でも島根和牛ライスバーガーなど商品を製造
しております。
今年４月からオープンしたThe Gift Izumoでは出雲風土記
掲載の古来からの薬草を使用した商品を開発しており、
県内外のお客様に提供させていただいております。

銀行

36 株式会社山陰合同銀行・地域振興部
山陰の特産物（加工
品、生鮮）

営業店ネットワーク（山陰・山陽・兵庫・大阪・東京、大連
等海外拠点）を活かした取引先とのビジネスマッチング
（販路、機械装置、研究開発等）、金融手当など。

37 日本政策金融公庫松江支店
農林漁業・食品産業
向け制度融資

農林漁業から食品産業までを対象とする国の政策金融機
関です。全国152支店のネットワークを有し、県内だけでな
く県外の情報等をご案内することも可能です。

38 大阪シーリング印刷株式会社
シール・袋・紙器パッ
ケージ　印刷・製造

□シール業界売上第1位
□シール・袋・紙器パッケージまで自社で印刷・加工を
行っており、営業担当を窓口にお客様の「貼る」「包む」
「飾る」「魅せる」をトータルにサポートしています。
□生産拠点17か所・営業拠点32か所、全国をカバーして
おります。

34 かばはうすホールディングス株式会社
飲食店
海鮮料理　地産品

その他



39 ピーシーエッグ株式会社 ソフトウェア DXによる業務改革を得意としています。

40 株式会社　紡
コーディネート機能と
して

・自社商品も作り販売しておりますが、地域振興目的で取
り組んでおり販売場所を限っております。この商品を通じ
て頂いた販路に、他事業者の取り扱いもご協力いただい
ております。
http://t-tsumugi.co.jp/jimono

・島根県主催事業の「島カレ」「隠岐カレ」事業を８年間、担
当させて頂いております。
http://t-tsumugi.co.jp/shimane-college2022-entry
http://t-tsumugi.co.jp/oki-college2022-entry
この事業を通じたネットワーク、把握できたことをLFPと連
動できないかと考えております。

41 島根県水産技術センター 水産物、水産加工品

漁業者や水産加工業者に対して技術的な支援を行いま
す。また、産学官で連携して、利用加工に関する新商品、
新技術の開発や新産業の創出についての研究を進めま
す。
以下例、
・水産物の鮮度保持などの品質向上技術開発
・新商品開発、試作品の製造支援
・微生物検査、成分分析など、安心安全に関わる衛生的
な製造管理支援

42 島根県産業技術センター浜田技術センター
食品製造業への技
術支援

食品成分分析
発酵技術
消費および賞味期限設定

43 金山社会保険労務士事務所
人事労務管理に関
するアドバイス

働きやすい職場であることは、事業の発展に大きく貢献す
るものです。働く人は、まわりまわって消費者にもなりま
す。しまねの食品産業にかかわる様々な事業を、人事労
務管理の分野でサポートさせていただき、本業に力を注
いでいただくことを目指します。

44 齋藤　正美
フードコーディネー
ター

益田市が本部のスーパーマーケットチェーンの株式会社
キヌヤに４５年間在籍、最後の役職は専務取締役営業本
部長で３年前に退任しました、今はフリーの立場でスー
パーマーケットのアドバイス、指導など行っています。株式
会社キヌヤは今年で７３期、創業６０期に、従来の社是を
深耕する新しい時代の社是、商業を通じて地域社会に奉
仕をする。奉仕の中味の具体的行動計画策定して、その
中に健康寿命を伸ばすお手伝い 、基本は医食同源、身
土不二、自分の躰は生まれ育ったその土地の大地、水、
空気と一体のもの。地産地消、経済循環、圏域内マネー
の循環、地産外商、仕入れ調達を地元二割に目標して１
０年取り組みました。その経験活かして、地域にお返し協
力したいと思っています。

45 水木彩也子 フリーアナウンサー

山陰地域でのラジオパーソナリティーやリポーター等のプ
レイヤーとしての経験、イベンターとしての経験等を踏ま
え情報発信の点でお力になれればと思っています。よろし
くお願いいたします。

46 株式会社氷温研究所 氷温技術

弊社の業務として、氷温関連技術・登録商標・ノウハウな
ど知的財産権のライセンス供与、氷温関連著作物の制
作・管理、氷温技術の指導及び技術コンサルティング、委
託試験研究、氷温技術の開発研究を行っております。そし
て、企業が氷温食品を開発、販売する場合には商品化ま
でをサポートし、知的財産化された氷温技術を適切に管
理・運営をすることで、氷温技術を使用する企業が安心し
て事業に取り組めるようにしています。


