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平成26年度帯広市ものづくり総合支援補助金  

 帯広市では、本市産業経済の発展に寄与するため、新たなものづくりの先導的な取り組み
及び新しい産業を創造するなど、未来にチャレンジする中小企業等を製品開発から販路拡大
まで総合的に支援しています。 
 本事例集は、平成26年度に「帯広市ものづくり総合支援補助金」を活用して新製品開発や
販路拡大に取り組まれた企業等の成果をまとめたものです。  

活 用 事 例 集 

帯広市ものづくり総合支援補助金概要 

【補助の対象となる事業、経費の概要について】        平成27年10月現在 

（１）新製品・新技術・新サービス開発 補助率：1/2以内 限度額150万円 

新しく製品開発をするための研究、実用化試験や試作品の製作をしたい方 

 市場調査費、原材料・副材料費、治具・工具費、外注加工費など 
 

「新製品・新技術・新サービス開発」については、審査の結果、応募いただいた内容についての事業化可能性調査 
（FS調査）として採択する場合があります。 
 

（２）国内販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円 

自社の製品を国内の展示会等に出展する方、または自社製品の展示会等を国内で開催する方、もしくは

販路開拓に関する調査をしたい方 

 専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費、会場借上料、出展料など 

 

（３）海外販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円 

自社の製品を海外の展示会等に出展する方、または販路開拓に関する調査をしたい方 

 旅費、翻訳料、通訳料、専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費など 

 

（４）新事業・新分野進出  補助率：1/2以内 限度額150万円 

経営基盤の強化を目指し、新事業、新分野への進出を目指す方 

 上記（１）～（３）に該当する経費の全てが対象となります。 

 ただし、旅費、翻訳費、通訳料は海外への販路開拓を目指す事業のみが対象となります。 

 

※※産学官連携・異業種連携加算  最大50万円 

上記（１）～（４）までの事業を実施する際に、大学、試験研究機関、異業種等との連携、共同開発等

を行う場合、補助限度額に最大50万円を加算します。 

 

      詳しくは、帯広市ホームページ（http://www.city.obihiro.hokkaido.jp） 
      （HOME）＞（産業・ビジネス）＞（産業）＞（産業振興・起業支援）＞ 
      （帯広市の制度資金・補助金 ものづくり総合支援補助金）をご覧ください。 

はじめに 
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十勝の「食」を売り込む 
シンガポールASEAN販路開拓事業 

(一社)北海道中小企業家   
同友会とかち支部 
 支部長 山本 英明 
   帯広市東2条南5丁目1 
      URL:http://tokachi-obihiro.doyu.jp/ 

    TEL:0155-22-3611 
       FAX:0155-22-3612 
              E-mail:doyukai@netbeet.ne.jp 

団体概要 
設立:1975年 
事業内容:経営者団体、中小 
             企業の経営課題を  
             テーマに取り上げた 
             例会･研究会の開催 
          会員数:893社 
              従業員数:12名 

概 要 東南アジアの拠点であるシンガポールで行われる日本食品展
示会「Oishii JAPAN」へ地元企業と共に出展することに加え、
マレーシアで試食展示会を行う。 

取り組みのきっかけ 

 世界経済の牽引力として成長著しい東アジア、東南

アジアにおいて農水産物や食品関連の「北海道ブラン
ド」が安全安心の観点から各国の消費者から強い支持
を受けています。一方、帯広市が中心となり「食」と
「農業」を中心とした地域産業政策である「フードバ
レーとかち」を核に「北海道フード・コンプレックス
国際戦略総合特区」を札幌市などと共同提案し採択さ
れました。この流れを加速し、帯広・十勝地域の農産
物加工やスイーツなど食品関連中小企業の海外販路開
拓を支援することにより、「東アジア・東南アジアに
注目される食産業の拠点」となることで地域企業の活
性化や地域経済の発展に繋がると考えています。 

取り組み成果 

取り組み内容 

①日本食品展示会「Oishii JAPAN」への出展を行いま       
 した。今回は函館市との共同出展により、『十勝』 
 だけでなく『北海道の十勝』としてのブランド力で 
 アピールしました。 
②展示試食会「十勝ナイト」を開催しました。シンガ 
 ポールで様々な分野で活躍されている方をお招きし、 
 十勝産食材をふんだんに使い、食べて納得してもら 
 えるような交流会を開催しました。 
③試食商談会「北海道パワーランチ」を実施しました。 
 シンガポール飲食店・食品関連企業担当者等をお招 
 きし十勝産、函館産の商材を使った試食と多くの商 

 談が行われました。 

今後について 

 まだまだ北海道十勝を知らなかったシンガポールの

人々に、多くの人が関心のある食のシーンからのアプ
ローチができました。 
 Oishii JAPAN会期前ビジネスマッチングでは、海外
3社より十勝側3社に対し5件の商談を実施。出展品以
外の商材や十勝の他出展企業も紹介、また海外側の輸
送に関する希望なども情報収集でき、今後の販路開拓
または拡大に多いに役立つ内容となりました。 
 北海道パワーランチと十勝ナイトでは、食品関連、
飲食店経営者等には北海道食材が魅力的であるのを再
確認。事前のカタログや資料だけでは伝わりきってい
ない付加価値や思いを直接関係者に説明できる機会は、
今後の商談を広げるチャンスになりました。 

 この４年間に関係各所と連携しながらシンガポール

ミッションを展開してきました。今後もバイヤーが参
加する展示会と並行し、シンガポールの食品関連、飲
食店経営者などとのより綿密な交流を通じ、現地での
ニーズをつかみ、多様性に対応できる中小企業が実現
できる、輸出ビジネスモデルを考え海外展開を行って
いきたいと考えています。 

海外販路開拓 

主な補助対象経費 

旅費、通訳費、出展料、会場借上料、
専門家謝礼･旅費、通信運搬費、 
印刷製本費 

展示試食会「十勝ナイト」の様子 

日本食品展示会「Oishii JAPAN」の様子 

十勝を東・東南アジアに注目される食産業の
拠点に  

現地にて展示会出展や交流会･商談会を開催  

商談の実施やニーズの把握など今後の販路開
拓や拡大に大いに役立つ内容に 

中小企業が実現できる輸出ビジネスモデルを  

海外販路開拓 
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マレーシア販路開拓及び 
物流調査 

帯広商工会議所 
会頭 髙橋 勝坦 
 帯広市西3条南9丁目1 
  帯広経済センタービル5階 
 URL:www.occi.or.jp 
  TEL:0155-25-7121 
      FAX:0155-25-2940 
          E-mail:info@occi.or.jp 

団体概要 
設立:1921年 
事業内容:商工業者の経営改善･ 
     発達の支援、地域活 
     性化の促進等 
  会員数:3378社 
     （H26.4現在） 

概 要 イスラム圏をターゲットとした十勝産品の販路開拓に向け
て、展示会出展及びパートナー企業探し、物流ルートの構
築に取り組む。 

取り組みのきっかけ 

 マレーシアでは、ラーメンなどの日本食がブームで、
約300店の日本食レストランがあり、現在も増加傾向
にあります。百貨店のパビリオンでは「東京ストリー
ト」が形成され日本の物産が集積し人気となっていま
す。また、マレーシアの人口2,900万人の約60％はイ
スラム系民族であり、食品はHalal認証が求められてい
ます。そこで、イスラム圏をターゲットとした十勝産
品の販路開拓に向けた課題と対策の検討を行うため、
調査を実施することにいたしました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 現地では、Halal食品生産工場を視察することにより、
十勝の食品企業のHalalに対する理解を深め、十勝での
Halal食品開発に向けた可能性を探りました。また、マ
レーシアでのHalal認証に携わっているハラル開発公社
（HDC）への訪問やHalal勉強会を通じ、十勝産食品
のイスラムマーケット参入へのきっかけ作りを行いま
した。現地企業を招いたレセプションでは、フードバ
レーとかち構想や生産者自らが自社商品をPRするプレ
ゼン・試食を通じ、現地企業との連携、人脈づくりや
十勝産食品についての理解を深めていただきました。 
 また、政府系機関SMEcorp.Malaysia主催の展示会
であるSMIDEX2014に出展し、十勝産食品の試食やア
ンケートを通じて、マレーシア人の好み、消費価格、
Halalに対する意識等を調査しました。 

今後について 

 今回のイスラム文化、Halalについての調査結果を十
勝産食品の開発に生かし、イスラムマーケットへの参
入を目標とします。また、今後、マレーシア企業と十
勝の企業のコラボレーションビジネスを支援し、十勝
産品のHalal認証取得を目指します。さらには、物流構
築、ビジネス交流などマレーシアと十勝の民間企業に
よる地域間交流を活発にしていきたいと考えています。 

海外販路開拓 

SMIDEXに出展することによりマレーシアにおける十
勝の認知度が高まりました。 
民間企業による地域間交流がスタートしました。 
製造技術の指導や新商品開発の際のコラボレーション
について現地企業とのマッチングができました。 
市場調査やレセプションを通じ、イスラム圏における
Halal食品の重要性が再確認できました。 
現地のHalal工場を視察することにより、十勝での
Halal認証の取得やHalal食品の開発に向けた活動を考
えるきっかけとなりました。 
SMIDEX出展の際の試食等を通じ、現地のニーズを把
握し、現地の風土にあった商品開発のヒントを得られ
ました。 

マレーシアにおける日本食ブームとHalal認
証  

視察の様子 

レセプションや展示会「SMIDEX2014」を
通じた十勝のＰＲ及び現地調査を実施 

主な補助対象経費 

         旅費、通訳費、会場借上料 

展示会「SMIDEX2014」の様子 

企業の地域間交流がスタートしマッチングも
実現  

イスラムマーケットへの参入が目標  

海外販路開拓 
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販路拡大に向けた商品説明・ 
パッケージデザイン開発事業 

株式会社ＥＬＥＺＯ社 
代表取締役 佐々木 章太 
 帯広市西18条南5丁目1-95 
 URL:elezo.com 
   TEL:015-575-2211 
         FAX:015-575-2211 
        E-mail:info@elezo.com 

企業概要 
設立:2005年 
事業内容:食肉処理加工全般 
 資本金:300万円 
  従業員数:10名 

概 要 販路拡大のために、自社食肉加工製品の製品説明書及び製品
パッケージ・シールを作製。 

取り組みのきっかけ 

 弊社は、2009年から独自性の強い食肉加工製品の開
発を行って参りました。しかし、現在まで、真空パッ
クに自社ラベルを張っただけの簡素なデザインでブラ
ンド構築を図ってきました。また、独自性はありなが
ら、馴染のない製品に、お客さまから食べ方や調理方
法の応用などのご質問やご要望を多くいただいており
ました。 
 そこで、本事業を活用し、品質とご納得をいただけ
ている価格に見合い、優越感をも感じてもらえるブラ
ンド性の高い箱型パッケージの構築と、初めて購入さ
れるお客様でも安心して正しい食べ方や工夫を凝らし
た調理のバリエーションを創造できる商品案内説明レ
シピカードを提案し、さらなる価値と国内外の認知度
を高め、ブランドを確立したいと考えました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 本事業の取り組みでは、製品説明書を作製したほか、
製品パッケージ（2種類）、製品パッケージに関わる
シール（2色分）を制作しました。 

 これまでの真空パック包装からスタイリッシュな
パッケージに変わることにより、お客様はさらに付加
価値を抱き、これまでの個人使いから贈答用や引き出
物に至るまで、多くのシチュエーションでの利用も増
えはじめ、今後も、購入意欲や販促機会の幅も増し、
販促チャンスが拡大していくと感じています。 

今後について 

 これまで商品の受け渡しのみで、調理や再加熱・副
菜との組み合わせに失敗した、というご意見をいただ
き、意見の申出なく顧客離れになったケースも多分に
考えられます。この案件を解消することにより、顧客
離れの防止につながるとともに、より多くの客層に対
するリピーター獲得と口コミの広がりが期待されます。 

 当社は、生産・狩猟・流通・加工製造・レストラン
運営と一貫した体制を構築し創業10年を迎えました。 
 今後も素材力と加工技術の向上を図り、デザイン性
や発信力を磨き食肉業界と地域に貢献できる組織体を
強化していきたいと考えております。 

デザイン開発 

価格に見合わない簡素なパッケージとお客様
からの食べ方の質問 

商品案内レシピカードの作製 

製品パッケージ・シールの作製 

主な補助対象経費 

         デザイン開発費、デザイン試作費 

商品案内レシピカード 

パッケージ及びシール 

食肉業界と地域に貢献できる組織に 

デザイン開発 
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十勝産の農産物を活用した 
糖置換ドライ野菜菓子の開発 

株式会社珈琲専科ヨシダ 
  代表取締役 三野宮 厚子 
 帯広市西15条南1丁目2-10 
   URL:http://coffeesenka-yoshida.jp 

   TEL:0155-36-8448 
           FAX:0155-36-8451 
         E-mail:senka.y@octv.ne.jp 

企業概要 
設立:1975年 
事業内容:自家焙煎コーヒー豆･ 
     器具・紅茶等の販売、 
     オフィスコーヒー  
         資本金:1000万円 
          従業員数:20名 

概 要 地元の農産品野菜を糖置換加工し野菜のおいしさを活かした
常温流通可能なドライ野菜菓子の新製品開発に取り組む。 

取り組みのきっかけ 

 当社は高品質のコーヒー豆を焙煎から販売まで一貫
して行う自家焙煎コーヒー豆店です。創業４０年を迎
えることをきっかけとして、コーヒーに合うスイーツ
がほしい！それが十勝産農産物を利用した安全・安心
でおいしい野菜を年間通じて皆様にお届けできれば、
もっとたくさんの方々に喜んでいただける。その思い
で自社の焙煎技術・乾燥技術等を活用して、いつでも
提供できる新しいお菓子ができないかと開発に取り組
みました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 糖置換とは、野菜を生の状態、もしくはブランチン
グ処理をした後に糖液に漬け込み、野菜に含まれる水
分を糖液と入れ替えることで保存性を高める製法です。
本事業では野菜をじっくりと低温で乾燥させる技術が
完成しました。低温で乾燥させると、野菜が持つ栄養
成分や色合い、食感を損なうことはありません。この
技術を用いて十勝産のビート糖に漬け込み、乾燥させ
保存性をさらに高めました。自社の技術によって、十
勝産の野菜が持つ彩り、おいしさ、そして食感を大切
に守り活かしながら、一歩進んだシュガード・ドライ
ベジタブル『十勝糖彩』をお届けできるようになりま
した。 

今後について 

 自社でおこなった１１月の試食会、他には各商談
会・ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮなどに積極的に参加し、
早期の商品化を望む声も多く聞かれました。『十勝糖
彩』として商標登録を申請し、平成２７年４月に関係
者・官庁・金融・報道の方々を招待して新商品発表会
を開催、５月には発売することができました。形態は
まず多少高価にはなりますがビン入り、いずれは箱入
り・袋入り（ガスバリア袋）も考えています。 

 十勝産の旬の野菜が材料なので一斉に商品のライン
ナップを揃えることができませんが、逆にそれが待っ
てもらえる楽しみに…と考えています。工場として小
規模なので大量な注文には応ずることができませんが、
当社の考え方を理解してくれる販売先を見つけ、日々
進化させながら大事にこの『十勝糖彩』を発信してい
きたいと思っています。 

新製品開発 

創業40年を契機に、自社技術を活用したお菓
子を開発 

十勝産原料を使用し常温流通可能なドライ野
菜菓子の試作開発 

「十勝糖彩」を商標登録し、平成27年5月に
販売を開始 

主な補助対象経費 

原材料・副材料費、外注加工費、
試験依頼費、デザイン開発費、 
機械購入費、市場調査費 

「十勝糖彩」 

「十勝糖彩」販売形態 

「十勝糖彩」のさらなる進化と発信 新製品開発 
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３Ｄプリンタ導入による 
鋳型試作のための基礎技術開発 

株式会社進藤鋳造鉄工所 
 代表取締役 進藤 静江 
  帯広市西22条北1丁目5-5 
      
         TEL:0155-37-2445 
            FAX:0155-37-3276 
         E-mail:info@shindo-fi.co.jp 

企業概要 
設立:1968年 
事業内容:鋳造製品の製造、    
     金属精密加工、 
     各種機械設計    
    資本金:2000万円 
    従業員数:18名 

概 要 ３Ｄプリンタ活用による鋳型試作の短納期化やコスト削減を
目的とし、３Ｄプリンタ運用の基礎技術の蓄積を行う。 

取り組みのきっかけ 

 現在、十勝道東地区には鋳物産業に不可欠な木型製
作所が少なく減少傾向にあるため、当社では木型の代
替となるようマシニングセンタを用いた金型の自社製
作も行っています。しかし、木型に比べ製作費は非常
に高額となり、顧客の試作をサポートするのには限界
があります。木型を用いた鋳型試作に関しても数十万
円規模の費用と納期に1ヶ月程度掛かっており、顧客
メーカーにおける新規開発のボトルネックとなってい
ます。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 近年、3Dプリンタの低価格化、高精度化が進み、任
意形状の造形が手軽にできるようになってきています。
本事業ではインクジェット方式の3Dプリンタを活用し、
将来において鋳造用木型の代替と成り得るか、また、
その際の注意点、弱点を洗い出す実証研究を行いまし
た。更に、造形時間の早さから、製品毎に異なる鋳型
の最適形状を模索する期間の短縮化における、コスト
メリットの有効性も併せて実証研究を行いました。 

今後について 

  3Dプリンタを用いれば原型の製造は非常に早く行
うことができ、設計後の試作品完成まで最短で2日間
に短縮することができました。従来であれば設計後、
試作品の完成までに3週間程度かかっていたため、こ
の結果は時間の短縮に非常に有効であることが実証さ
れました。一方、原型の製造コストを考えると、モデ
ル材料が4万円/kgと非常に高額となっており、現段階
ですべてを3Dプリンタに置換えることは難しい状況で
す。しかし、複雑形状部位など部分的に3Dプリンタを
活用することで時間的、精度的メリットを得ることは
可能であると考えられます。 

 本事業により3Dプリンタ使用時のコスト的課題が明
らかになってきましたので、今後はソフトウェアを活
用した試作期間、費用の圧縮を研究し、3Dプリンタと
の同時活用により、より高い品質での「ものづくり」
を行いたいと考えています。 
 また、試作を低コストで行えるようにすることで、
現時点では敷居が決して低くない鋳造製品の利用範囲、
利用頻度の拡大に繋げたいと考えています。 

新技術開発 

3Dプリンタで製作した原型 

鋳造製品 

木型製作所の減少や費用・納期が課題に 

3Dプリンタを活用した鋳造用木型代替品の実
証実験を実施 

主な補助対象経費 

         原材料・副材料費、機械購入費 

製造時間の短縮や精度的メリット有るが･･･ コスト的課題解決に向けたさらなる研究を 

新製品開発 
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アイスシェルターの氷冷熱を 
活用した熟成庫と熟成商品の開発 

株式会社 
  土谷特殊農機具製作所 
 代表取締役 土谷 紀明 
   帯広市西21条北1丁目3-2 
     URL:http://www.tsuchiyanoki.com 

      TEL:0155-37-2161 
              FAX:0155-37-2751 
               E-mail:honsya@tsuchiyanoki.com 

企業概要 
設立:1948年(創業1933年) 
事業内容:酪農機械及び飼育施設、    
     バイオガスプラント、 
     植物工場、 
     アイスシェルター他 

     資本金:6000万円 
            従業員数:119名 

概 要 アイスシェルターの氷冷熱を利用した専用熟成庫の開発及び、
牛肉を熟成した際の熟成過程のデータの収集を行う。 

取り組みのきっかけ 

 弊社のアイスシェルター（貯氷庫）の技術は確立さ
れており、貯蔵による農畜産物の付加価値の向上を目
指した商品開発を検討していました。そこで、アイス
シェルターの特性を活かし、十勝産の牛肉をドライエ
イジング（乾燥熟成）することで芳醇な香りと柔らか
な牛肉に熟成させる熟成システムの開発を行いました。
この事業により、専用熟成庫の開発、牛肉の熟成試験
によるデータを収集し、管内の飲食関係者に試食いた
だきアイスシェルターの自然冷熱を使った世界でも例
を見ない熟成システムの販売につなげたいと考えまし
た。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 本事業では、アイスシェルターの前室であるスペー
スを改造、直接冷熱を循環させる貯氷庫と貯蔵庫の一
体型で試験実施しました。冬期間の試験であり比較的
好条件下でありましたが、並行して庫内の環境検査を
実施した結果、腐敗・細菌性食中毒菌の大繁殖もなく
無事試験を終了できました。ホルスタイン雄種のモモ
肉、リブロース・サーロイン3種、15品目の試験材料
で熟成期間35日間、合計３回のエイジングを実施しま
したが腐れによる廃棄はなく、関係者による食味試験
も行いました。 

今後について 

 雪氷冷熱を利用した牛肉のドライエイジング試験は
おそらく国内初の取り組みだと思われます。アイス
シェルターの定低温と高湿度の特性を活用して、庫内
熟成環境をコントロール、牛肉のドライエイジングの
試験を行い、科学的試験のほかに社員による食味調査
もドライエイジング肉は一定程度評価が高いものとな
りました。また、平成２７年２月５～６日に開催され
たモノづくり企業ビジネスマッチング（幕張メッセ）
に出展も行いました。 

 アイスシェルターと一体型熟成庫の開発により、イ
ニシャルコストの削減化が図れ、熟成貯蔵に特段の問
題はないことが実証できました。今後は、現在開発し
ている可動式アイスシェルターの高断熱化と熟成庫開
発研究を展開していきます。また、牛肉のエイジング
熟成試験、現在熟成中の長期貯蔵を継続するほか、他
の根菜類、葉菜類、乳製品、酒などの嗜好品の農畜産
物熟成貯蔵研究事業を推進し、アイスシェルターによ
る地域農畜産物の付加価値向上を目指します。 

新製品開発 

開始時ロース半身 エイジング35日後 

不要部分そぎ落とし後の半身 

アイスシェルター技術を活用した、貯蔵によ
る農畜産物の付加価値向上を 

熟成庫の試作と牛肉の熟成試験を実施 

主な補助対象経費 

原材料・副材料費、機械購入費、
外注加工費、設計・試験依頼費、
市場調査費 

科学的試験、食味調査ともに良好な結果に 

さらなる開発研究と様々な地域農畜産物の付
加価値向上を 

新製品開発 

アイスシェルター外観 
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牛の個体管理アプリ「Farmnote」 
Androidアプリケーションの開発 

株式会社ファームノート 
 代表取締役 小林 晋也 
   帯広市西16条南1丁目2-1 
     URL:http://farmnote.jp 
     TEL:0155-67-6911 
            FAX:050-3737-6155 
          E-mail:info@farmnote.jp 

企業概要 
設立:2013年 
事業内容:酪農･畜産向け牛群管理 

      システム「Farmnote」 
      の 開発･提供  

       資本金:1億1640万円 
      従業員数:10名 

概 要 牛の個体管理アプリ「Farmnote」のAndroid専用アプリ
ケーションの開発を進める為、Android専用画面デザインの
開発を行う。 

取り組みのきっかけ 

 国内で農業改革が論議される中で、十勝地域や社会
の為に何か出来るだろうかと考え、これまで培ったIT
技術や知識を生かすことで農家の負担を軽減し、経営
効率を高める事ができれば、十勝も北海道も日本も世
界も救われるではないかと考え、酪農・畜産向けクラ
ウドサービス開発会社に特化した株式会社ファーム
ノートを創業しました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 牛の個体管理アプリであるFarmnoteはクラウド技
術を利用していますので、スマートフォン・タブレッ
ト・パソコン等いろんなデバイスからいつでも、どこ
でも利用が可能で、サーバーやパソコンへのインス
トールも不要です。本事業では、国内スマートフォン
ユーザーの約3割（昨年申請時）を占めるAndroidユー
ザーの利便性向上を目的として、専用画面デザインの
開発を含めたAndroid専用アプリケーションの開発を
行いました。 

今後について 

 FarmnoteのAndroid専用アプリケーションの開発が
無事完了し、昨年11月にFarmnoteは正式にリリース
以降、その後は順調にユーザー数が増加しております。
平成27年7月末現在、有償・無償あわせて600以上の
牧場で利用されており、登録されている牛の飼養頭数
は５万頭となり、日本全国の牛の飼養頭数410万頭の
約１パーセントのシェアまで拡大しております。 

 今後、Farmnoteは世界展開を進めるため、
多言語対応、外部システムや様々な農業アプ
リケーションとの連携を実現させるとともに、
経営管理・人事管理機能の充実、併せてアジ
ア圏へ販路を拡大すべく営業強化を図り、日
本が誇る飼養技術によって世界の酪農にイノ
ベーションをもたらします。 
 現在のFarmnoteは、描いているビジョン
の5%程度でしかなく、今後は牧場経営のあ
り方に破壊的イノベーションを提供すること
を使命としています。 

新製品開発 

ITで十勝地域や社会に貢献を 

牛の個体管理アプリ「Farmnote」の
Android版を開発 

主な補助対象経費 

                         デザイン開発費 

600以上の牧場で利用され、5万頭が登録 さらなる機能強化と営業強化で酪農にイノ
ベーションを 

「Farmnote」イメージ 

「Farmnote」Android版イメージ 新製品開発 
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ラズベリーゼリーの開発 

ときいろファーム 
  代表 鴇崎 伊吹 
 帯広市岩内町第一基線41-4 
   URL:http://www.mytokachi.jp/ 

             tokiiroberry/ 

          TEL:0155-60-2204 
         FAX:0155-60-2204 
                 E-mail:toki-family@joy.ocn.ne.jp  

企業概要 
設立:2010年 
事業内容:小果樹(ハスカップ、 
     ラズベリー)栽培及 
             び加工販売  
          

概 要 ゼリーとして固めることが難しいラズベリーを使用した新商
品のゼリーを開発するため、試作及びデザイン開発を行う。 

取り組みのきっかけ 

 当農園は帯広市岩内町にあり、化学合成農薬・化学
肥料は使用せず、ラズベリー、ハスカップ、ブルーベ
リー、シーベリー、カシスなどの小果樹を中心にトマ
ト やアスパラガスなどの野菜も栽培しています。また、
ハスカップジャム、ラズベリージャム、ラズベリー
リーフティー、ラズベリーシードオイルなどの加工品
を作り、販売も行っています。 
 ラズベリーは本来生で食べるのが一番おいしいです
が、生では流通が難しく、何かしらの加工が必要です。
当農園の完熟したラズベリーの美味しさを活かすため
に、素材の味をそのまま楽しめるゼリーは最適である
と考えておりました。そこで、本事業を活用してラズ
ベリーゼリーの開発を行いました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 ラズベリーは酸が強く、ゼリー状に固めるのが難し
いという課題がありました。そのため、本事業では、
ゼリーの商品開発を行うために、外部専門家の技術協
力を得ながら課題を解決し、試作及びデザイン開発を
行いました。また、FOODEX JAPANに出展し、バイ
ヤー等に試食をしていただき、意見聴取を行いました。 

今後について 

 今回、ラズベリーゼリーの開発を技術協力を得なが
ら行った結果、生に近い美味しさを追求するか、味よ
りも流通を優先させるか悩んだ末、FOODEX JAPAN
等での反応の結果、味を優先させ、当日か翌日に召し
上がって頂くゼリーを開発することができました。ま
た、デザイン開発も併せて行い、ラベルデザインも今
後、当農園商品共通で使えるベリーの絵柄としました。 

 今後は、イベント等での販売により、国産ラズベ
リーの美味しさを少しずつでも広めていき、当農園の
知名度を上げるとともに、十勝のスイーツの一つとし
て十勝のＰＲに繋げていきたいと考えています。 
 また、今後も商品の改良を継続し、味と日持ちを両
立したゼリーの開発を行っていきたいと考えています。 

新製品開発 

ラズベリー本来の美味しさを伝えたい 

固めるのが困難という課題解決に向けた試作
開発 

日持ちは短いが、味を優先させたゼリーが完
成 

主な補助対象経費 

原材料・副材料費、外注加工費、
デザイン開発費、試験依頼費、 
市場調査費 農園の知名度向上と商品のさらなる改良を 

開発したゼリー 

原料となる当農園のラズベリー 

新製品開発 
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処理能力向上と省スペース構造を 
実現したコンテナフィーラーの開発 

ノブタ農機株式会社 
 代表取締役 信田 哲宏 
   帯広市昭和町基線107番地15 
    URL:http://www.nobuta-nouki.jp 

     TEL:0155-64-5411 
       FAX:0155-64-5398 
          e-mail:info@nobuta-nouki.jp 

企業概要 
設立:1959年 
事業内容:農業機械の製造・ 
     販売  
     資本金:2000万円 
    従業員数:13名 概 要 短時間で農作物の大量な出荷を可能にし、機械自体の輸送

コストを抑えることを目的として、2コンテナ対応で分解
可能な省スペース構造のコンテナフィーラーの開発を行う。 

取り組みのきっかけ 

 農作物の輸送は、陸上・海上ともコンテナ輸送が主
流です。弊社は２０年前から、打撲傷を軽減したコン
テナへの搬入に取り組んできましたが、搬入作業の時
間短縮のため、一台で２コンテナに搬入する機械の製
造に取り組みました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 農作物の収穫作業は天候の影響が大きいため、圃場
作業での機上選別を異物と腐敗物の除去などの最小限
の選別にとどめ、出荷前の倉庫前選別を推奨してきま
した。道内の馬鈴薯の作付面積は広大で、収穫量も膨
大です。出荷前の選別は短時間で大量の処理を可能に
するため、一台のコンベアを左右交互に可動し、コン
テナ搭載の台を傾斜８５°（機械内角）から、徐々に
０°にして農作物の打撲傷を軽減した搬入構造にしま
した。これら全てを光センサーと近接センサーの制御
で全自動化し、作業は選別とコンテナの交換だけで、
作業者の削減を図りました。 
 この倉庫前選別で、収穫から出荷までの作業は機上
選別の簡素化・全自動のコンテナへの搬入となり、農
家の人件費の削減も可能にしました。 

今後について 

 開発したコンテナフィーラーは、展示会に出展して
ＨＰにも掲載しました。昨年は農家に貸出してテスト
運転もして頂きました。展示会では高評価を頂きまし
たが販売には至っていません。 
 今年も展示会に出展し、テスト運転も推進していく
予定です。 

 展示会の出展・ＨＰの掲載等で、問合せと様々なご
意見を頂きました。食品加工への関心が高い事・労働
者数の減少により機械化への関心の高さ等、今後の取
り組みに反映したいと考えています。 
 今回の開発で、農家だけでなく食品加工業者の問合
せも多く、様々な業種にＰＲしていく予定です。 

新製品開発 

農産物に優しく効率的なコンテナ輸送を 

２コンテナ対応のコンテナフィーラーの開発 

主な補助対象経費 

                          原材料・副材料費、機械購入費 

開発品は展示会で高評価を頂くも･･･ 

開発したコンテナフィーラー 

展示会の様子 

さらなるニーズの反映と様々な業種へのPR 

新製品開発 
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デジタルファブリケーション 
に関する事業化可能性調査 

プロモ 
 代表 佐藤 賢一 
 帯広市西2条南10丁目10-10 
  かじのビル3階 
      URL:http://www.pro-mo.jp 
        TEL:0155-29-3914 
            FAX:0155-29-3914 
                     e-mail:sato@pro-mo.jp 

企業概要 
設立:2011年 
 事業内容:ソフトウェア業  
      従業員数:2名 

概 要 ファブラボの先進事例調査を行うとともに、十勝管内で
デジタルファブリケーションの市場調査を行い、ファブ
ラボ事業計画の具体案をまとめる。 

取り組みのきっかけ 

 3Dプリンターやレーザー加工機を用いたデジタル
ファブリケーションが普及してきており、全国でファ
ブ施設が年間2倍のペースで増えている為、事業可能
性の調査を行いました。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 3Dプリンターやレーザーカッター等、デジタルもの
づくりの現状を調査する為に筑波、横浜（関内）、渋
谷、鎌倉にあるファブラボ（FabLab）を視察、浜松
に短期滞在し、施設・設備に関する調査および利用者
属性やデジタル加工機器の利用状況、運用管理を調査
しました。 
 また、十勝管内でデジタル加工機器の導入や利用状
況、出力サービス等のニーズ調査、人材育成に関する
アンケート調査を行いました。 
 さらに、3月26日に「ファブラボ-市民工房を考える
-」フォーラムを開催し、実現可能性調査を取り纏めま
した。 

今後について 

 ファブラボ施設の運営、施設利用者の利用状況、機
器の運用方法、クラウドファンディング等の利用状況
を知り、ファブラボ運営について知ることができまし
た。 
 また、十勝地域でニーズ把握を目的とした市場調査
を行ったことで、利用者への適切なサービスや運営形
態を検討することができました。 

 デジタル加工機器を用いたデジタルファブリケー
ションは今後さらに発展していき、企業間連携、消費
者と製造業のつながり、個人クリエイターの創出など、
様々な創造的価値を見出すものであることがわかりま
した。また、ファブラボの仕組みは、企業間の連携を
促すコミュニケーションの仕組みとして一つの解決策
ではないかと考えています。 
 今後は、今回の調査結果を活かし、十勝における
ファブラボ設立に向けた具体的検討を行っていきます。 

新サービス開発 

デジタルファブリケーションの普及とファブ
施設の増加 

先進地調査や十勝でのニーズ調査などを実施 

主な補助対象経費 

旅費（FS調査）、技術導入費、
市場調査費 

ファブラボ運営の現状把握と、十勝での適切
なサービスと運営形態の検討を実施 

開催したフォーラムの様子 

ラボイメージ 

十勝におけるファブラボ設立に向けた具体的
検討を 

新サービス開発 
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豆腐を食べるシーンを広げる 
味付き充填豆腐の商品化 

有限会社中田食品 
 代表取締役 貴戸 武司 
 帯広市西24条北2丁目5-99 
   URL:http://www.nakatafd.jp 
    TEL:0155-37-3501 
              FAX:0155-37-3634 
              E-mail:info@nakatafd.jp 

企業概要 
設立:1965年 
 事業内容:豆腐製造業 
  資本金:400万円 
     従業員数:17名 

概 要 豆腐の食シーンを広げることを目的として、味付き充填豆腐
の試作及びパッケージのデザイン開発を行う。 

取り組みのきっかけ 

 豆腐は消費期限が短く、割れ・欠け・水漏れなど長
距離輸送に不向きです。一方、充填豆腐は、賞味期限
が比較的長く、破損しにくいことから、長距離輸送も
可能となります。今回、充填豆腐の設備を導入し充填
豆腐の商品化に取り組みましたが、ただの充填豆腐で
はなく、味付きの充填豆腐を開発することとしました。
豆腐は淡白な味質のため、別に調味料を用意する必要
がありますが、味付き豆腐とすることで豆腐の食シー
ンを増やすことが期待できます。 

取り組み成果 

取り組み内容 

 充填豆腐は、通常、豆乳と凝固剤をカップに充填し、
その後、ボイルすることで凝固させます。しかしなが
ら、今回、味付きとすることから、豆乳、凝固剤の他
に調味液を配合する必要があり、流速の調節、攪拌度
合いの調節等、納得のいく品質、味が得られるまで、
機械の設定調整、量産試作を繰り返しました。また、
大豆だけでなく、調味液も北海道産にこだわり、凝固
剤は沖縄県産を使用しました。売り場での展開を考え
た際に２種類あった方がお客様の目にとまりやすいと
のアドバイスを受け、２種類（しょうゆ味、みそ味）
の味付き豆腐を開発しました。 

今後について 

 食塩を入れると通常のやり方では豆腐は凝固しませ
ん。しかしながら、今回、化学的なメカニズムを解明
することで食塩が入っていても豆腐を凝固させること
に成功しました（特許出願中：出願番号2015-
115188）。内容量は食べきりサイズの90ｇとしまし
た。パッケージデザインも素朴でありながら、豆腐売
り場にはない斬新なものに仕上がりました。味付き充
填豆腐として、「しょうゆ味」「みそ味」の２品が完
成し、いずれも大豆の他、調味液も北海道産にこだわ
りました。 

 そのまま手軽に食べられる豆腐として、新たな食
シーンを提案することにより、新規販路を開拓し広く
展開していきたいと考えています。今回開発したのは、
しょうゆ味とみそ味ですが、今後は、さらに味のバリ
エーションを増やしていきたいと考えています。 
 また、充填豆腐のラインでも、他の豆腐のラインと
同様に北海道ＨＡＣＣＰの認証取得に取り組むことを
検討しています。 

新製品開発 

消費期限や手間といった課題を克服し、豆腐
を食べるシーンを増やしたい 

味付き充填豆腐の試作開発とデザイン開発 

主な補助対象経費 

        原材料・副材料費、デザイン開発費 

メカニズム解明により食塩入り豆腐の凝固に
成功し特許出願も 

新製品パッケージ 

食塩入りでも凝固させることに成功した充填豆腐 

味のバリエーション追加とHACCP認証取得
の検討 

新製品開発 





帯広市 商工観光部 工業労政課 
 

〒080-8670 
北海道帯広市西5条南7丁目1番地 
TEL:0155-65-4167     FAX:0155-23-0172 
E-mail:kogyo@city.obihiro.hokkaido.jp 


