
■平成26年度奄美群島民間チャレンジ支援事業 採択一覧

№ 事業者名（所在市町村） 事業名 事業概要 支援決定額

1 
一般社団法人喜界島・潤命草園

代表理事 澄川 盛昭（喜界町）

喜界町地域資源を活用した潤命草特産品ブラッ

シュアップ事業

喜界島産潤命草（ボタンボウフウ）の乾燥及び

粉末加工の実施
1,000,000円

2 
(株)宗岡組

代表取締役 宗岡 悦志（知名町）
国産きくらげの加工

きくらげを活用した加工品（佃煮・水煮・混ぜ

ご飯等）の開発
3,000,000円

3 
(有)メークマ

代表取締役 前 登志朗（和泊町）
未利用水産物の特産品開発事業

未利用水産物であるソデイカの下足、軟骨部分

を用いたソーセージの開発
1,000,000円

4 
沖永良部きのこ(株) 

代表取締役 （和泊町）
きくらげ加工品開発事業 きくらげを用いたサプリメント開発 1,000,000円

5 
肥後染色夢しぼり

代表 肥後 英機（龍郷町）

奄美大島伝統の「泥染め」技法の普及継承と新

商品開発及びブランディング

泥染め技法を用いて、糸から染め上げたツイル

地を製造し、その生地を活用した商品開発
2,500,000円

6 
奄旨海房魚匠 

代表 山下 勤一（奄美市）
地域資源を活用した新ブランド商品確立事業

近海で採れる天然カンパチを主原料に、喜界島

産ゴマ等を活用した新たな商品開発
863,080円

7 
はなさ工房 代表 中野 修

（喜界町）

新規発酵ドライ食品シリーズの開発及び販路拡

大事業

トマト・生姜等の地場産物を活用した新商品開

発と商談会への出展
553,350円

8 
NPO法人TAMASU（設立認証申請中）

設立代表 中村 修（大和村）

自然と文化、絆を分かち合う「たますツーリズ

ム」

国直集落を中心とした体験プログラム創出のた

めの人材育成事業
1,000,000円

9 
結いグループ「喜界」

代表者 体岡 広美（喜界町）

喜界島の農産物を利用した食品開発と試作品づ

くり

既存ラインナップの強化のため、黒糖・しょう

が・みかんを活用した新商品開発
533,520円

10 
名瀬漁協協同組合

代表理事組合長 満林春男（奄美市）
奄美の地魚加工品開発事業

奄美の魚介類の未利用部位を活用した加工品開

発
973,040円

11 
有限会社松山

代表取締役 松山竹一（奄美市）

さとうきびの粉を使った菓子、パン・スイーツ

の開発・食品づくり

バガス粉末を活用した、機能性を付加した商品

開発
2,900,000円

※“№”は審査した順に付している。



平成27年度奄美群島民間チャレンジ支援事業採択事業者一覧

№ 事業所名（所在市町村） 事業名 事業概要 支援決定額 

1 
株式会社 夢おりの郷 

代表取締役社長 南 祐和（龍郷町） 
洗える大島紬の開発 洗える生地の大島紬の研究及び新商品開発 1,000,000円 

2 
肥後染色 

代表 肥後 英機（龍郷町） 

奄美大島伝統「泥染め」技法を用いたデ

ニム生地開発修正及びジーンズ製作 

泥染め技法を用いて糸から染め上げたジーンズ開発と展示

会への出展 
3,000,000円 

3 
協同組合加計呂麻農園 

代表理事 皿井 明日夏（瀬戸内町） 

『加計呂麻島ハーブ』を活用した商品開

発及び販路開拓調査事業 

加計呂麻島に自生する薬草や島野菜を活用した「食」の新

商品開発及び販路開拓 
2,500,000円 

4 

特定非営利法人 

奄美機能性食品開発研究会 

理事長 徳田 虎雄（奄美市） 

「向春草（アマミシマアザミ）」の機能性を

活用した産業振興 
向春草の機能性を活かした新商品開発及び販路開拓 2,655,000円 

5 
奄旨海房 魚匠 

代表 山下 勤一（奄美市） 

地域資源を活用した新商品確立及びブラ

ッシュアップ事業 

奄美の海産資源であるソデイカ・夜光貝・モズク等と喜界島

産の地域資源を融合させた新商品開発及びブラッシュアップ
1,362,000円 

6 
はなさ工房 

代表 中野 修（喜界町） 

奄美群島発酵食品の継続的開発および

販路開拓事業 
奄美群島の農産物を使用した発酵ドライ商品の開発 962,000円 

7 
島ガチャ本舗 

代表 元井 庸介（奄美市） 

奄美群島の植物種子・球根栽培キットの

製造及びカプセルトイを用いた全国への

販路拡大 

植物種子・球根栽培キットを用いたカプセルトイの試作品開

発及び販路拡大 
400,000円 

8 
そてつくじら 

代表 前枝 真嘉（瀬戸内町） 

失われた幻の長寿食材「ソテツ味噌」の

復活プロジェクト 

天然酵母菌でき作る「本物のソテツ味噌」の開発及び「ソテ

ツ」を通した文化継承と地域おこし 
1,000,000円 

9 革工房One 阿部 勝晃（奄美市） 
豚革：”泥染めレザー”の開発及びブラン

ディングと新商品開発 

豚革を用いた泥染めレザーの開発及び新商品開発と販路拡

大 
2,665,000円 

10 
有限会社 松山 

代表取締役 松山 竹一（奄美市） 
さとうきび無農薬化 安全で高品質な純黒糖製造のための自然栽培農法の取得 500,000円 

11 

深田建設株式会社 

ＩＴ事業部 しーまブログ 

代表取締役 深田 俊和（奄美市） 

奄美群島求人ポータルサイトによる雇用

創出事業 
ポータルサイトを活用した雇用のマッチングサービス 3,956,000円 

※№は申込受付順 



■平成28年度奄美群島民間チャレンジ支援事業採択一覧

8革工房One　阿部　勝晃（奄美市） 豚革”泥染めレザー”の開発及びブランディングと新商品開発
泥染め革のブランド化に向けた品質安定化及び皮革製造・商
品製作スキーム構築

2,980,000円

9

純黒糖釜喜界工房
代表　杉俣　絋二朗（喜界町）
ハシットンマ・ワークス
代表　渡　武志（奄美市）

喜界島産有機栽培サトウキビ使用黒糖豆菓子のパッケージデ
ザイン

地域デザイナーとの協業による，より魅力的で売上向上に繋が
るパッケージデザインの開発

500,000円

6 とよひかり珈琲店　代表　重田　朱美（宇検村）
ホッとするシマ宇検村で香る，国産珈琲豆栽培とグリーンツー
リズム

奄美大島でのコーヒー栽培に向けた国内先進地視察及びモデ
ル農園作り・モデルツアーの実施

580,000円

7
特定非営利活動法人　TAMASU
理事長　中村　修（大和村）

国直集落DMO事業
本物の自然や文化に触れ住民と交流することが出来るメニュー
提供のための人材育成及び広告媒体等の制作

2,000,000円

5
アビコムデザイン合同会社
代表社員　迫田　真吾（奄美市）

大島紬の柄をモチーフにした新商品開発と市場調査の実施
大島紬の柄をモチーフにしたデザイン靴下・子供用レッグウェア
の新商品開発及び島外展示会出展による市場調査

2,910,000円

3
株式会社　奄美大島宇検農産
代表取締役　渡　慶道（宇検村）

バカスと黒糖焼酎粕を利用したキクラゲ類菌床栽培の機能性食品の
基礎研究

奄美大島で栽培・収穫されたキクラゲ類に含まれる機能性成
分分析及び動物を用いたキクラゲ類の摂取による抗メタボ検証

4,000,000円

4
坪山船大工店
代表　坪山　良一（奄美市）

奄美製カヌーブランド開発事業 奄美の伝統技法を活用したカヌーの開発 1,000,000円

2
叶農産　代表取締役　叶　達郎（奄美市）
Amami Design　代表取締役　染川　司（奄美市）

伝統黒糖PR事業
「奄美産」「無農薬無施肥」「伝統製法」という魅力が伝わる商
品パッケージの開発及びネーミングの変更

460,000円

1

有限会社徳永製糖
代表取締役　徳永　豊仁（龍郷町）
有限会社奄美共同印刷
代表取締役　前平　彰信（奄美市）

黒糖かりん糖の販路拡大に向けたパッケージ刷新，国内外展
開

商品パッケージの刷新，ホームページの開設，実用新案権取
得及び国内外商談会への出展

500,000円

支援決定額№ 申請者名 事業名 事業概要



■平成29年度奄美群島民間チャレンジ支援事業採択一覧

9
岡山食品
代表　岡山　哲志　（徳之島町）

商品名【天狗のうちわ】（パパイヤリーフのお茶）製造販売
徳之島において基幹産物として栽培されているパパイヤの未利
用資源であった葉を原料として活用した、徳之島の特性を活か
した機能性の高い商品の開発

940,000円

7

まほろば大和生活研究グループ
代表　泉　美保子　（大和村）
合同会社　フラスコ
代表社員　牧統　大　（龍郷町）

主力商品のパッケージデザインリニューアル
大和村産の農産物を主とした特産加工品のパッケージデザイン
リニューアルによる付加価値の向上

500,000円

8
（一社）おきのえらぶ島観光協会
会長　前　登志朗　（和泊町）

島の自然にも人にも優しいビューティーツーリズム事業

沖永良部島の植物をはじめとする自然素材を活用した沖永良
部島独自の美容化粧品の開発と、それらを活用した体験型
ツーリズムの構築を目標とする、島内の資源調査及び機能性
調査

2,500,000円

5
アビコムデザイン合同会社
代表社員　迫田　真吾　（奄美市）

若い世代の女性観光客をターゲットにした新商品開発（ご当
地マスキングテープ）及びブランディング

奄美群島の動植物や風景、文化など、奄美群島５島の地域性
をデザインのモチーフとして活用し、奄美らしさを表現した『マス
キングテープ』の様々なデザインでの展開及びブランディング

2,574,954円

6
合同会社　フラスコ
代表社員　牧統　大　（龍郷町）

新たな観光資源発掘のための市場調査
龍郷町の観光資源を活用し、魅力を発信するためのレンタサイ
クル事業、ガイドブック製作、集落の住民と観光客の交流拠点
の整備

1,000,000円

3
坪山船大工店
代表　坪山　良一　（奄美市）

奄美の伝統技法を活用したカヌー開発
奄美の伝統技法を活用したオリンピック競技用公認カヌーのブ
ランド確立に向けた性能向上及び新規事業の展開

4,000,000円

4
有限会社　はじめ商事
代表取締役　元　雅亮　（奄美市）

広幅織り機の製作による「奄美布」のアパレル分野への展開
事業

既存の織機を拡幅し、広幅規格の奄美布の生産とアパレル業
界への生地販路拡大の展開を図ることによる、雇用の新たな受
け皿の創出

271,859円

1
NPO法人　徳之島虹の会
理事長　行山　武久　（伊仙町）

雇用創出に繋がるエコツアーガイド育成とツアー商品の開発
徳之島の自然と人々の暮らしを地域資源として活用し、質の高
いエコツアーガイドを育成し、環境保全や自然保護を意識した
ツアー商品の開発によるリピーターの獲得

2,000,000円

2
しちりん焼肉かっちゃん
代表　山下　勝利　（与論町）

与論産の黒豚「ヨロントン」と里芋・沖永良部のジャガイモを使
用したもちもち食感のコロッケ「ヨロントンもちコロ」の製造、販売

沖縄より導入し与論産飼料を加えて肥育した「ヨロントン」の肉と
沖永良部島産ジャガイモ、与論島産里芋を原料とした「ヨロント
ンもちコロ」の製造と消費者評価の実施

488,900円

№ 申請者名 事業名 事業概要 支援決定額



■平成30年度奄美群島民間チャレンジ支援事業　採択一覧

1
有限会社　はじめ商事
代表取締役　元　允謙（奄美市）

広幅織り機の改良と販路拡大に必要な量産化に向け
た試作開発

織機の改良及び手織りデニム生地の商品化に向けた製
作工程の効率化、アパレル市場向けの試作品開発

2,225,961 円

2
特定非営利活動法人　徳之島虹の会
理事長　行山　武久（伊仙町）

徳之島のエコツアーガイド　ブラッシュアップ事業
①新人エコツアーガイドの成長促進を支援
②エコツアー商品の増設③パンフレット作成

3,623,000 円

3
株式会社ムズラ社
代表取締役　元井庸介 （奄美市）

奄美産培養土・種子と竹が主成分の新素材によるカプ
セル型育苗ポット開発プロジェクト

竹を原材料としたカプセルトイマシンに奄美群島産の種子
と奄美大島産培養土をパッケージング販売し、新たな農
への入り口、及び地域作物のファンの創出

1,300,000 円

4
株式会社大島紬村
代表取締役社長　越間得晴（龍郷町）

島の素材を活用したさとうきびチョコレートの新商品開
発

奄美で活躍する若手農業が製造するマンゴー、パッション
を活用したビーントゥバーチョコレートの新商品開発

550,000 円

5
秘密結社　ばんさーず
代表　作井美由紀（喜界町）

島人向けの情報誌の発行をメインとした喜界島の情報
発信事業

喜界島内向けの情報誌「しまばんさー」制作技術の向上
のための研修やホームページ制作、及び島内外者への会
員登録に向けた啓発活動の実施

983,930 円

6
ARIGATO　代表　佐藤希智（喜界町）
有限会社奄美共同印刷　代表取締役　前平
彰信（奄美市）

喜界島の胡麻と空豆の新特産パッケージ刷新事業
「喜界島産」「伝統農法で栽培」「伝統製法」という魅力が
伝わる商品パッケージの開発

142,000 円

7
株式会社リーフエッヂ
代表取締役　田中基次（龍郷町）

障害者就労支援施設と近隣農家における農福連携を
基にしたジェラートの製造販売による地域ぐるみの六次
産業化

障害者就労支援施設と近隣農家グループの農産物を活
用し、奄美の食材を用いたジェラートを製造・販売する

2,184,916 円

8
みーやプロジェクト
リーダー　市来武次（和泊町）

南国楽園を体験できる宿＜MI－YA＞
集落内の空き家を字青年会主体みーやプロジェクトが「多
目的空間」として誕生させた。そこを、新たに南国楽園を
体験できる宿「MI-YA」を創出する

832,000 円

9
奄美国際ネットワーク
代表取締役　杉岡秋美（奄美市）

奄美のおけるEnglishサポートシステムの構築
外国人観光客に対して英語案内専用電話を用いた観光
サポートの実施

1,000,000 円

10
奄，美らいず　代表　永井由美子（奄美市）
アビコムデザイン合同会社　代表社員　迫田
真吾（奄美市）

既存のラベルのリニューアル、国内外に発信できるパン
フレット作成で販路拡大し、奄美大島の魅力をさらに広
めていく

商品パッケージの刷新及びパンフレット開発 500,000 円

11
てるまに珈琲
代表　沖田新作（和泊町）

えらぶ珈琲体験型ツアー商品開発プロジェクト
沖永良部産コーヒーを活用し、栽培・焙煎した淹れたて
コーヒーを味わう体験型農園の整備、体験プロクラムの開
発

555,000 円

12
誇れるふるさとネットワーク
代表　池田龍介（与論町）

「観光と環境の両立」を目指す！陸域ツアーと環境教
育プログラムの開発プロジェクト

地域資源を活かした環境教育プログラムツアーやエコツ
アーの実施

300,000 円

支援決定額№ 申請者名 事業名 事業概要
提
案
額



No. 申請者 事業名 事業概要 支援決定額

1
NPO法人　ねりやかなやレジデンス
代表理事　佐藤　理江　(和泊町)

空き家/空き地の活用モデルの普及事業
低価格規格住宅・サブリース賃貸住宅・借主負担のDIY住宅等、開発し
た案件のモデル化，インターネット/紙媒体のコンテンツの作成と奄美群
島での普及活動

3,434,066円

2
ARIGATO　佐藤　希智　(喜界町)
(有)奄美共同印刷　前平　彰信　(奄美市)

喜界島特産空豆商品における販路拡大事業
大豆や小麦に変わる新たな食材として、空豆粉等を使ったレシピの紹介
パンフレット作成，空豆粉パッケージデザインの開発

307,407円

3
(株)セントラル楽器
代表取締役　　指宿　俊彦　(奄美市)

AGEE&HAGEE　大作戦 シマ口・シマ唄が流れる、焼酎ビンのフタにかぶせるキャップを製作 2,960,000円

4
(一社)徳之島観光連盟
会長　　重田　勝也　(天城町)

仮想現実(VR：バーチャル・リアリティ)技術を活用した観
光振興モデルの検証

写真や動画では、伝える事の難しい奄美群島各島々の素晴らしい景色に
ついて360度映像を撮影し、それらの映像を仮想現実(VR)を通して体感
するサービスの創出

3,560,000円

5
本場奄美大島紬伝統工芸士会
会長　　南　愛子　(奄美市)

奄美ウェアの開発
洗濯が可能で奄美の雰囲気のするお土産としても販売可能な低価格の
奄美ウェアと羽織るタイプのコート製作

947,010円

6
えらぶ色クレヨンプロジェクト
　　勘里　絵利奈　(知名町)

「えらぶ色クレヨン」の商品開発及び体験メニュー開発
蜜蝋を主原料にした化学物質を使わない安心安全なクレヨンの開発
雨の日や小さな子連れでも楽しめる赤土を使ったクレヨン作りワークショッ
プの実施

881,760円

7
(株)南海日日新聞社
代表取締役　　村山　三千夫　(奄美市)

奄美群島のノルディック・ウォーク事業の開発と展開
ノルディック・ウォークを活用した観光事業、交流事業の創出
日常的な健康づくりのアシスト

987,780円

■平成31年度(令和元)年度　奄美群島民間チャレンジ支援事業　採択一覧



No. 申請者 事業名 事業概要 支援決定額

1
タートルベイ醸造
　徳田　公一（徳之島町）

奄美・焼酎ハイボール(缶入り炭酸焼酎・奄美クラフト・ハイボール・ご
当地ハイボール)の開発及び黒糖焼酎メーカー等への小ロットOEM受
託サービスの提供

奄美黒糖焼酎を使った奄美ハイボールの開発 2,991,000 円

2 一般社団法人金見あまちゃんクラブ（徳之島町） 「泊」「食」「体験」連携コンテンツを活用した地域活性化事業 「泊」「食」「体験」連携コンテンツを活用した観光プログラム造成 1,833,500 円

3
Code for AMAMI
　松岡　宏満（龍郷町）

奄美群島のICTを活用した官民連携プラットフォーム組織Code for
AMAMIの立ち上げ

奄美群島のICTを活用した官民連携組織「Code for AMAMI」の立ち上げ 956,771 円

4
SPICE MAFIA
　弓指　圭輔（瀬戸内町）

奄美ジビエカレーの開発 リュウキュウイノシシを使った奄美ジビエカレーの開発 2,606,720 円

5
【提案者】RestaurantPousser　押川健太郎（奄美市）
【デザイナー】アマミデザイン　染川司

地場産の素材を使用しフランス料理を活かした特産品のパッケージ
トータルデザイン

地場産素材を使用したフランス料理を活かしたパッケージトータルデザイン 454,545 円

6
奄美海洋生物研究会
　興　克樹（奄美市）

新規鯨類ウォッチング事業可能性調査 新規鯨類ウォッチング事業可能性調査 1,823,468 円

7
NPO法人ねりやかなやレジデンス
　佐藤理江（和泊町）

集落もよみがえる空き家サブリース！プロモーション動画制作事業 サブリース物件事例のプロモーション動画制作 1,046,800 円

8
株式会社セントラル楽器
　指宿　俊彦（奄美市）

しょっちゅね大作戦 シマ口・シマ唄が流れる、焼酎ビンのフタにかぶせるキャップ制作 1,890,018 円

9
島の惠み工房　沖永良部
　前田勇治（和泊町）

沖永良部島の惠みを生かした新たな加工品開発と映像コンテンツを
使った販路拡大事業

沖永良部島産B品ジャガイモを使った商品開発 1,196,074 円

10
南村製糖
　南村和弥（喜界町）

もっと！ごまチャレンジ！その①ごま収穫・調整の機械化導入のため
の１次視察

ゴマコンバインメーカーへの視察・可能性検証 390,340 円

11
株式会社ティダ・ワールド
　川村秀子（喜界町）

奄美群島・喜界島のオンリーワン商品から見る、将来農業への取組
みと高付加価値商品の創出プロジェクト

喜界島産素材を生かした商品の成分分析 742,900 円

■令和2年度　奄美群島民間チャレンジ支援事業　採択一覧



令和３年12月22日更新

No. 申請者 事業名 事業概要 支援決定額

1
合資会社瀬戸内酒販
　義永卓也（瀬戸内町）

「かけろま島きび酢の樽仕込み熟成化」実証実験事業 樽仕込み熟成の技術研究調査及び試作品の開発 753,000 円

2
奄美海洋研究会
　興克樹（奄美市）

新規鯨類ウォッチングツアー確立にかかる調査・研究
事業（ルール選定・モニターツアーおよび鯨類シンポ
ジウムの開催）

新規ウォッチング事業の試験実施、新規ウォッチングルールの制定、運用、モニター
ツアー・シンポジウムの開催

2,266,000 円

3
奄美群島豚連絡協議会生産部会
　原口洋市（奄美市）

奄美在来起源種の貴重な固有種である奄美黒豚ブラ
ンドの確立と衰退しつつある養豚業の振興を図る事
業。

DNA解析の取りまとめ・枝肉の肉質評価、試食・踏み込み式の実証実験を行う・勉強
会の開催・先進地視察研修

747,000 円

4
奄美ミート有限会社
　新納誠人（奄美市）

豚舎から排出されるふん尿を利用した循環型農業モ
デル事業の実証

目標水質を示す・クロレラを利用した豚舎における６頭の実証実験・上澄水を利用した
水耕栽培・クロレラ処理システム導入評価

2,021,000 円

5
沖永良部島漁業協同組合
　東善一郎（和泊町）

島発ヒット商品を生む！沖永良部島水産加工
イノベーション事業

ソデイカ加工品製造・、未利用・未活用の魚種の干し物製造。地元デザイナーと連携
し、パッケージ・販促物を制作。首都圏消費者ニーズ調査、商品のブラッシュアップ

2,110,000 円

6
沖永良部きのこ株式会社　今井宏毅
並木図案　並木建吾（和泊町）

乾燥きくらげのパッケージ変更、きくらげキムチのパッ
ケージデザイン作成

乾燥きくらげのパッケージ刷新・新商品きくらげキムチのパッケージ作成 375,000 円

7
feel it
　椎名智明（和泊町）

沖永良部島観光・自然体験アクティビティにおいて「リ
トリート」を用いた閑散期・冬季の魅力的な「目玉商品」
の開発・商品化と雇用の創出

クジラと泳ぐリトリート・シュノーケリングを軸としたアクティビティの開発・対話形式の各
種ワークを盛り込んだ通年開催可能なプロぎラムの商品化

2,121,000 円

8
株式会社ティダワールド
　川村秀子（喜界町）

コロナで学んだ販路拡大事業マーケットインの観点から
高付加価値の創出とD2Cを目指すECサイトへの挑戦
と世界へ発信

花良治ミカンと黒糖の機能性成分の分析を行い、栄養機能性食品として信頼性を高
め世界へ発信し販売力の向上を目指す。世界へ発信するためのショップサイトの拡
充。

858,000 円

9
おきのえらぶ通訳ガイド協会
　有川晶子（知名町）

島外情報発信手段の拡充と島内事業者とタッグを組
んだ独自オンラインツアーの造成

チラシ、ロゴデザイン制作やホームページ開設による情報発信手段の拡充。現状の
ツーリズムにおいて台頭しているオンラインツアーを体験することによる市場調査。沖
永良部島独自のオンラインツアー造成模索とモニターツアーの実施。

766,000 円

10
南国徳之島かえる農園
　太田はるか（天城町）

徳之島にはいいものがいっぱい！島のおいしいものづく
り、集めて、届ける島外への販路開拓といいものを使っ
た加工品の試作

徳之島のいいものを集めることで、季節ごとの徳之島を感じてもらえるセットとして価値
付けし、島外の徳之島にご縁がある消費者や徳之島に興味がある消費者に届ける
サービス。

661,000 円

11
Sunshinpeople
　岡島修平（龍郷町）

奄美大島独自の天然染色生地の開発と販路拡大の
ための流通システムの構築

泥染めと草木染め、島の天然染色に特化した生地の企画開発とアパレルブランド向け
の中量生産の流通システムの構築。

1,322,000 円

■令和３年度　奄美群島民間チャレンジ支援事業　採択一覧

※No.７については事業取下げ
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