
2013年 2月 27日（水） 

サブファンド設立等に向けた意見の受付について 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下「機構」という。）が株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（平成 24年
法律第 83号）第 23条第１項の決定（以下「支援決定」という。）を行うに当たっては、同法第 15条第２項の規定に基づ
き、農林漁業成長産業化委員会は、あらかじめ、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととされてい
ます。 
今般、委員会は、別紙の対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支援

決定を行うことを予定しておりますので、下記のとおり広く農林漁業者その他の関係者の意見を受け付けます。 

 

 

日付 2013年 2月 27日（水） 

題名 
対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支

援決定についての意見受付 

ご意見の提出方法 

１ 意見の提出方法 

（１）電子メール 

（２）郵便 

（３）ファクシミリ 

  

２ 意見の提出上の注意 

   個人は住所・氏名・電話番号・メールアドレスを、法人は法人名・所在地を明記して下さ

い。これらは、公表する場合もありますので、御了承願います。（公表の際に匿名を希望さ

れる場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい。提出いただいた個人情報については、

お問い合わせの回答や確認の御連絡に利用します。なお、これらの情報は御意見等の内容に

応じ、機構内の関係部署に転送することがあります。） 



 

（連絡先） 

メール：  

郵送先：〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア ウェスト 20階 

ＦＡＸ：03-5220-5778 

 

 

案の公示日 2013年 02月 27日  意見受付開始日 2013年 02月 27日  意見受付締切日 2013年 03月 08日  

 

  



【設立が検討されているサブファンド及びその概要】 

サブファンド名 ＧＰ（注）に関する情報 出資構成（注） 
支援額 

（総額）（注） 
存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

上野村活性化 

投資事業有限責任組合 

一般社団法人上野村産業情報センター 

（代表者）松元 平吉 

（所在地）群馬県多野郡上野村大字楢原 310-1 

上野村：499百万円 

一般社団法人上野村産業情報センター：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 

 

群馬県 

 

投資事業有限責任組合さいきょう

農林漁業成長産業化ファンド 

(株)エス・ケイ・ベンチャーズ 

（代表者）西 祐司 

（所在地）山口県周南市銀南街 4番地 

(株)西京銀行：490百万円 

(株)エス・ケイ・ベンチャーズ：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 山口県 

東北 6次産業化ブリッジ 

投資事業有限責任組合 

山田ビジネスコンサルティング(株) 

（代表者）増田 慶作 

（所在地）東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内
トラストタワーN館 14階 

(株)七十七銀行：1,000百万円 

山田ビジネスコンサルティング(株)：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,010百万円 

1,010百万円 

（2,020百万円） 
15年間 

 

東京都 

（宮城県） 

道銀アグリビジネス 

投資事業有限責任組合（仮称） 

北海道ベンチャーキャピタル（株） 

（代表者）三浦 淳一 
（所在地）北海道札幌市北区北七条西二丁目 20

番地 

(株)北海道銀行：1,495百万円 

北海道ベンチャーキャピタル（株）：5百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 
（3,000百万円） 

15年間 北海道 

農林水産業投資事業有限責任組合 農林水産業協同投資(株) 

（代表者）本井 秀樹 
（所在地）東京都千代田区有楽町 1-13-2 

農林中央金庫：2,899.95百万円 

全国共済農業協同組合連合会：2,100百万円 
農林水産業協同投資(株)：0.05百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 

5,000百万円 
（10,000百万円） 

15年間 東京都 

肥後 6次産業化 
投資事業有限責任組合 

肥銀キャピタル(株) 
（代表者）藤本 英昭 

（所在地）熊本県熊本市中央区下通一丁目 9番 9

号 

(株)肥後銀行：490百万円 
肥銀キャピタル（株）：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 熊本県 

北洋６次産業化応援ファンド 

投資事業有限責任組合 

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 

（代表者）青木 次郎 

（所在地）北海道札幌市中央区北 1条西 2丁目 2
番地 

(株)北洋銀行：1,499百万円 

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター：1

百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 

（3,000百万円） 
15年間 北海道 

いよ六次産業化支援 

投資事業有限責任組合（仮称） 

いよぎんキャピタル(株) 

（代表者）中山 敦之 
（所在地）愛媛県松山市南堀端町 1番地 

(株)伊予銀行：970百万円 

いよぎんキャピタル(株)：30百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

えひめガイヤ成長産業化支援ファ

ンド 

ひめぎん総合リース(株) 

（代表者）岩﨑 浩二 

（所在地）愛媛県松山市勝山町 2丁目 1番地 

(株)愛媛銀行：980百万円 

ひめぎん総合リース(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

おおいた農林漁業成長産業化支援

ファンド投資事業有限責任組合

（仮称） 

大分ベンチャーキャピタル（株） 

（代表者）阿知波 孝典 

（所在地）大分県大分市中央町二丁目 9番 24号 

(株)大分銀行、大分リース(株)、及び大分中央保険

(株)： 980百万円（調整中） 

大分ベンチャーキャピタル(株)：20百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 大分県 

ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

投資事業有限責任組合 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

（代表者）上山 健二 
（所在地）東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日

比谷ビル 

(株)ぐるなび：499百万円 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ：1百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 
（1,000百万円） 

15年間 東京都 

しずぎん農林漁業ファンド（仮称） 静岡キャピタル(株) 
（代表者）水谷 林蔵 

（所在地）静岡県静岡市清水区草薙 1丁目 13番

10号 

(株)静岡銀行：240百万円 
静岡キャピタル(株)：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 静岡県 



サブファンド名 ＧＰ（注）に関する情報 出資構成（注） 
支援額 

（総額）（注） 
存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

だいし食品産業活性化ファンド 

投資事業有限責任組合 

だいし経営コンサルティング(株) 

（代表者）須藤 一 

（所在地）新潟県新潟市中央区東大通 2丁目 1番
18号 

(株)第四銀行：249百万円 

だいし経営コンサルティング(株)：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 新潟県 

ちば農林漁業 6次産業化 

投資事業有限責任組合（仮称） 

ちばぎんキャピタル(株) 

（代表者）中上川 友哉 
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港 8-4 

(株)千葉銀行：461百万円 

(株)京葉銀行：195百万円 
(株)千葉興業銀行：164百万円 

君津信用組合：20百万円 

佐原信用金庫：20百万円 
館山信用金庫：20百万円 

千葉信用金庫：20百万円 

銚子商工信用組合：20百万円 
銚子信用金庫：20百万円 

東京ベイ信用金庫：20百万円 

房総信用組合：20百万円 
ちばぎんキャピタル(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 千葉県 

ふくしま地域産業 6次化復興ファ
ンド（仮称） 

福島リカバリ(株) 
（代表者）山田 泰秀 

（所在地）福島県福島市栄町 6-6 NBFユニックス

ビル 10F 

地域金融機関等：980百万円（調整中） 
福島リカバリ(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 福島県 

みずほ一次産業成長支援 

投資事業有限責任組合等（仮称） 

みずほキャピタル(株) 

（代表者）川端 雅一 

（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目 2番 1号 

(株)みずほコーポレート銀行及びみずほキャピタ

ル(株)：5,000百万円（※） 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 
※地域金融機関と連携し、みずほコーポレート銀行

(株)及びみずほキャピタル(株)からの出資を含め

民間資金最大 5,000百万円を想定 

5,000百万円 
（10,000百万円） 

15年間 東京都 

エー・ピー 
投資事業有限責任組合 

(株)エー・ピーアセットマネジメント（仮称） 
（代表者）中井 努（予定） 

（所在地）東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツイン

タワー東館 18F 

(株)エー・ピーカンパニー：499百万円 
(株)エー・ピーアセットマネジメント（仮称）：1

百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 東京都 

ＮＣＢ九州６次化応援 

投資事業有限責任組合 

 

(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 

（代表者）古賀 恭介 

（所在地）福岡県福岡市博多区下川端町 2番 1号 

(株)西日本シティ銀行：995百万円 

(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング：5百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 福岡県 

  

注：今後、地域金融機関との連携に伴う、出資額等の変更の可能性があります。 

注：ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいいます。 

注：ＧＰ及び出資額等につきましては、投資事業有限責任組合契約の締結により最終確定となります。 

※ 機構は、上記の対象事業活動支援団体（サブファンド）から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができる。 

 

 

 

サブファンド審査に関するご意見受付担当：03-5220-5885 



（別添）株式会社農林漁業成長産業化支援機構からの申請の概要 

対象事業活動支援団体 ＧＰ（注１）に関する情報 出資構成 
対象事業活動 

支援の内容 

（総額）（注３） 

存続期間 所在地 

上野村活性化 

投資事業有限責任組合 

一般社団法人上野村産業情報センター 

（代表者）松元 平吉 

（所在地）群馬県多野郡上野村大字楢原 310-1 

上野村：499百万円 

一般社団法人上野村産業情報センター：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 

 

群馬県 

 

投資事業有限責任組合さいきょう
農林漁業成長産業化ファンド 

(株)エス・ケイ・ベンチャーズ 
（代表者）西 祐司 

（所在地）山口県周南市銀南街 4番地 

(株)西京銀行：490百万円 
(株)エス・ケイ・ベンチャーズ：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 山口県 

東北 6次産業化ブリッジ 
投資事業有限責任組合 

山田ビジネスコンサルティング(株) 
（代表者）増田 慶作 

（所在地）東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内

トラストタワーN館 14階 

(株)七十七銀行：1,000百万円 
山田ビジネスコンサルティング(株)：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,010百万円 

1,010百万円 

（2,020百万円） 
15年間 

 

東京都 

（宮城県） 

道銀アグリビジネス 

投資事業有限責任組合（仮称） 

北海道ベンチャーキャピタル（株） 

（代表者）三浦 淳一 

（所在地）北海道札幌市北区北七条西二丁目 20
番地 

(株)北海道銀行：1,495百万円 

北海道ベンチャーキャピタル（株）：5百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 

（3,000百万円） 
15年間 北海道 

農林水産業投資事業有限責任組合 農林水産業協同投資(株) 

（代表者）本井 秀樹 
（所在地）東京都千代田区有楽町 1-13-2 

農林中央金庫：2,899.95百万円 

全国共済農業協同組合連合会：2,100百万円 
農林水産業協同投資(株)：0.05百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 

5,000百万円 
（10,000百万円） 

15年間 東京都 

肥後 6次産業化 

投資事業有限責任組合 

肥銀キャピタル(株) 

（代表者）藤本 英昭 
（所在地）熊本県熊本市中央区下通一丁目 9番 9

号 

(株)肥後銀行：490百万円 

肥銀キャピタル（株）：10百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 
（1,000百万円） 

15年間 熊本県 

北洋６次産業化応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 
（代表者）青木 次郎 

（所在地）北海道札幌市中央区北 1条西 2丁目 2

番地 

(株)北洋銀行：1,499百万円 
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター：1

百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 

（3,000百万円） 
15年間 北海道 

いよ六次産業化支援 

投資事業有限責任組合（仮称） 

いよぎんキャピタル(株) 

（代表者）中山 敦之 

（所在地）愛媛県松山市南堀端町 1番地 

(株)伊予銀行：970百万円 

いよぎんキャピタル(株)：30百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

えひめガイヤ成長産業化支援ファ

ンド 

ひめぎん総合リース(株) 

（代表者）岩﨑 浩二 

（所在地）愛媛県松山市勝山町 2丁目 1番地 

(株)愛媛銀行：980百万円 

ひめぎん総合リース(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

おおいた農林漁業成長産業化支援
ファンド投資事業有限責任組合

（仮称） 

大分ベンチャーキャピタル（株） 
（代表者）阿知波 孝典 

（所在地）大分県大分市中央町二丁目 9番 24号 

(株)大分銀行、大分リース(株)、及び大分中央保険
(株)： 980百万円 

大分ベンチャーキャピタル(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 大分県 

ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

投資事業有限責任組合 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

（代表者）上山 健二 

（所在地）東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日
比谷ビル 

(株)ぐるなび：499百万円 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 東京都 

しずぎん農林漁業ファンド（仮称） 静岡キャピタル(株) 

（代表者）水谷 林蔵 
（所在地）静岡県静岡市清水区草薙 1丁目 13番

10号 

(株)静岡銀行：240百万円 

静岡キャピタル(株)：10百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 
（500百万円） 

15年間 静岡県 



対象事業活動支援団体 ＧＰ（注１）に関する情報 出資構成 
対象事業活動 

支援の内容 

（総額）（注３） 

存続期間 所在地 

だいし食品産業活性化ファンド 

投資事業有限責任組合 

だいし経営コンサルティング(株) 

（代表者）須藤 一 

（所在地）新潟県新潟市中央区東大通 2丁目 1番
18号 

(株)第四銀行：249百万円 

だいし経営コンサルティング(株)：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 新潟県 

ちば農林漁業 6次産業化 

投資事業有限責任組合（仮称） 

ちばぎんキャピタル(株) 

（代表者）中上川 友哉 

（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港 8-4 

(株)千葉銀行：461百万円 

(株)京葉銀行：195百万円 

(株)千葉興業銀行：164百万円 
君津信用組合：20百万円 

佐原信用金庫：20百万円 

館山信用金庫：20百万円 
千葉信用金庫：20百万円 

銚子商工信用組合：20百万円 

銚子信用金庫：20百万円 
東京ベイ信用金庫：20百万円 

房総信用組合：20百万円 

ちばぎんキャピタル(株)：20百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 千葉県 

ふくしま地域産業 6次化復興ファ

ンド（仮称） 

福島リカバリ(株) 

（代表者）山田 泰秀 
（所在地）福島県福島市栄町 6-6 NBFユニックス

ビル 10F 

地域金融機関等：980百万円（調整中（注２）） 

福島リカバリ(株)：20百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 
（2,000百万円） 

15年間 福島県 

みずほ一次産業成長支援 
投資事業有限責任組合等（仮称） 

みずほキャピタル(株) 
（代表者）川端 雅一 

（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目 2番 1号 

(株)みずほコーポレート銀行及びみずほキャピタ
ル(株)：5,000百万円（※） 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 

※地域金融機関と連携し、みずほコーポレート銀行
(株)及びみずほキャピタル(株)からの出資を含め

民間資金最大 5,000百万円を想定 

5,000百万円 

（10,000百万円） 
15年間 東京都 

エー・ピー 
投資事業有限責任組合 

(株)エー・ピーアセットマネジメント（仮称） 
（代表者）中井 努（予定） 

（所在地）東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツイン

タワー東館 18F 

(株)エー・ピーカンパニー：499百万円 
(株)エー・ピーアセットマネジメント（仮称）：1

百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 東京都 

ＮＣＢ九州６次化応援 
投資事業有限責任組合 

 

(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 
（代表者）古賀 恭介 

（所在地）福岡県福岡市博多区下川端町 2番 1号 

(株)西日本シティ銀行：995百万円 
(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング：5百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 福岡県 

○ 機構は、上記の対象事業活動支援団体（サブファンド）から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができる。 

(注１) ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいう。 

(注２) 地域金融機関等の出資額を上限として機構は出資を行う。 

(注３) ＧＰ及び出資額等については、投資事業有限責任組合契約の締結により最終確定となる。 

 

 

 



 

 

平成２５年３月２５日 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

 

 

 

対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する 

出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支援決定について 
 

 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下「機構」という。）は、本年２月の開

業より、法律に基づく官民連携のファンドとして対象事業活動支援団体（以下、「サ

ブファンド」という。）の募集・審査に取り組んでまいりましたが、この度農林水産

大臣の認可を受け、１８のサブファンドに対して出資を行うことを決定いたしまし

たので、お知らせいたします。１８のサブファンドの概要は、別添のとおりです。 

今後も機構は、幅広い地域・テーマでのサブファンドの募集を行い、また、各地

域での事業活動の支援を進めてまいります。 

なお、次回のサブファンドの募集は、４月に実施することを予定しております。      

 



（別添） 

【対象事業活動支援の対象となる対象事業者及び対象事業活動支援団体並びに当該対象事業活動支援の内容】 

対象事業活動支援団体 ＧＰ（注）に関する情報 出資構成（注） 
対象事業活動 

支援の内容 

（総額） 

存続期間 所在地 

上野村活性化 
投資事業有限責任組合 

一般社団法人上野村産業情報センター 
（代表者）松元 平吉 

（所在地）群馬県多野郡上野村大字楢原 310-1 

上野村：499百万円 
一般社団法人上野村産業情報センター：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 

 
群馬県 

 

投資事業有限責任組合さいきょう
農林漁業成長産業化ファンド 

(株)エス・ケイ・ベンチャーズ 
（代表者）西 祐司 

（所在地）山口県周南市銀南街 4番地 

(株)西京銀行：490百万円 
(株)エス・ケイ・ベンチャーズ：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 山口県 

東北 6次産業化ブリッジ 
投資事業有限責任組合 

山田ビジネスコンサルティング(株) 
（代表者）増田 慶作 

（所在地）東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内

トラストタワーN館 14階 

(株)七十七銀行：1,000百万円 
山田ビジネスコンサルティング(株)：10百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,010百万円 

1,010百万円 

（2,020百万円） 
15年間 

 
宮城県 

（東京都） 

道銀アグリビジネス 

投資事業有限責任組合（仮称） 

北海道ベンチャーキャピタル（株） 

（代表者）三浦 淳一 

（所在地）北海道札幌市北区北七条西二丁目 20
番地 

(株)北海道銀行：1,495百万円 

北海道ベンチャーキャピタル（株）：5百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 

（3,000百万円） 
15年間 北海道 

農林水産業投資事業有限責任組合 農林水産業協同投資(株) 

（代表者）本井 秀樹 

（所在地）東京都千代田区有楽町 1-13-2 

農林中央金庫：2,899.95百万円 

全国共済農業協同組合連合会：2,100百万円 

農林水産業協同投資(株)：0.05百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 

5,000百万円 

（10,000百万円） 
15年間 東京都 

肥後 6次産業化 

投資事業有限責任組合 

肥銀キャピタル(株) 

（代表者）藤本 英昭 
（所在地）熊本県熊本市中央区下通一丁目 9番 9

号 

(株)肥後銀行：490百万円 

肥銀キャピタル（株）：10百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 
（1,000百万円） 

15年間 熊本県 

北洋６次産業化応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 
（代表者）青木 次郎 

（所在地）北海道札幌市中央区北 1条西 2丁目 2

番地 

(株)北洋銀行：1,499百万円 
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター：1

百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500百万円 

1,500百万円 

（3,000百万円） 
15年間 北海道 

いよエバーグリーン６次産業化応

援ファンド投資事業有限責任組合 

いよぎんキャピタル(株) 

（代表者）中山 敦之 

（所在地）愛媛県松山市南堀端町 1番地 

(株)伊予銀行：970百万円 

いよぎんキャピタル(株)：30百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

えひめガイヤ成長産業化支援ファ
ンド 

ひめぎん総合リース(株) 
（代表者）岩﨑 浩二 

（所在地）愛媛県松山市勝山町 2丁目 1番地 

(株)愛媛銀行：980百万円 
ひめぎん総合リース(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 愛媛県 

おおいた農林漁業成長産業化支援
ファンド投資事業有限責任組合

（仮称） 

大分ベンチャーキャピタル（株） 
（代表者）阿知波 孝典 

（所在地）大分県大分市中央町二丁目 9番 24号 

(株)大分銀行、大分リース(株)、及び大分中央保険
(株)： 980百万円 

大分ベンチャーキャピタル(株)：20百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 大分県 

ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

投資事業有限責任組合 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ 

（代表者）上山 健二 

（所在地）東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日
比谷ビル 

(株)ぐるなび：499百万円 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 東京都 

しずぎん農林漁業ファンド（仮称） 静岡キャピタル(株) 

（代表者）水谷 林蔵 
（所在地）静岡県静岡市清水区草薙 1丁目 13番

10号 

(株)静岡銀行：240百万円 

静岡キャピタル(株)：10百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 
（500百万円） 

15年間 静岡県 



対象事業活動支援団体 ＧＰ（注）に関する情報 出資構成（注） 
対象事業活動 

支援の内容 

（総額） 

存続期間 所在地 

だいし食品産業活性化ファンド 
投資事業有限責任組合 

だいし経営コンサルティング(株) 
（代表者）須藤 一 

（所在地）新潟県新潟市中央区東大通 2丁目 1番

18号 

(株)第四銀行：249百万円 
だいし経営コンサルティング(株)：1百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 新潟県 

ちば農林漁業 6次産業化 

投資事業有限責任組合（仮称） 

ちばぎんキャピタル(株) 

（代表者）中上川 友哉 

（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港 8-4 

(株)千葉銀行：461百万円 

(株)京葉銀行：195百万円 

(株)千葉興業銀行：164百万円 
君津信用組合：20百万円 

佐原信用金庫：20百万円 

館山信用金庫：20百万円 
千葉信用金庫：20百万円 

銚子商工信用組合：20百万円 

銚子信用金庫：20百万円 
東京ベイ信用金庫：20百万円 

房総信用組合：20百万円 

ちばぎんキャピタル(株)：20百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 千葉県 

ふくしま地域産業 6次化復興ファ

ンド（仮称） 

福島リカバリ(株) 

（代表者）山田 泰秀 
（所在地）福島県福島市栄町 6-6 NBFユニックス

ビル 10F 

地域金融機関等：980百万円（調整中（注）） 

福島リカバリ(株)：20百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 
（2,000百万円） 

15年間 福島県 

みずほ一次産業成長支援 
投資事業有限責任組合等（仮称） 

みずほキャピタル(株) 
（代表者）川端 雅一 

（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目 2番 1号 

(株)みずほコーポレート銀行及びみずほキャピタ
ル(株)：5,000百万円（※） 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000百万円 

※地域金融機関と連携し、みずほコーポレート銀行
(株)及びみずほキャピタル(株)からの出資を含め

民間資金最大 5,000百万円を想定 

5,000百万円 

（10,000百万円） 
15年間 東京都 

エー・ピー 

投資事業有限責任組合 

(株)エーピーアセットマネジメント 

（代表者）中井 努 
（所在地）東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツイン

タワー東館 18F 

(株)エー・ピーカンパニー：499百万円 

(株)エーピーアセットマネジメント：1百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 
（1,000百万円） 

15年間 東京都 

ＮＣＢ九州６次化応援 
投資事業有限責任組合 

 

(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 
（代表者）古賀 恭介 

（所在地）福岡県福岡市博多区下川端町 2番 1号 

(株)西日本シティ銀行：995百万円 
(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング：5百万円 

(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000百万円 

1,000百万円 

（2,000百万円） 
15年間 福岡県 

注：地域金融機関等の出資額を上限として機構は出資を行います。 

注：ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいいます。 

注：機構は、上記の対象事業活動支援団体（サブファンド）から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができる。 
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