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平成28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28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。

活活 用用 事事 例例 集集

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29年4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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北海道･⼗勝産⾷材を使った

低糖質スイーツの企画･販売

晴café
代表 景山 善美
帯広市川⻄町⻄2線57-28
URL:http://haru-cafe.com

TEL:080-2866-4750
E-mail:

aozoraoven@gmail.com

企業概要
設⽴:2005年
事業内容:喫茶店（現在はクロー

ズ）および料理教室、

菓子の製造販売
資本⾦:150万円

従業員数：2名概 要 砂糖の代⽤として糖アルコールを使⽤し、⼩⻨

粉の量を抑えた低糖質の焼き菓⼦を開発する。

取り組みのきっかけ

平成17年、帯広市内にカフェを開業しましたが、
10年目に代表の景⼭が糖尿病予備軍との告知を受け
たことで、カフェ事業を縮小しました。
健康回復のために低糖質の⾷事制限を実施したと

ころ、3ヶ⽉程度で効果が現れ、1年かけてほぼ良好
な健康状態へと回復しました。

自身を含め、過⾷やストレス、不規則な⽣活等に
より、糖尿病予備軍や糖尿病と診断された、という

お話は多いと思います。
その境遇に直面したことによって、食事制限の難

しさや、食事の団欒やお菓子を囲んだコミニュケー
ションの⼤切さを実感する事が出来ました。そこか

ら、美味しいスイーツのほとんどは、糖質量が⾼く、

⾎糖値を上げるという事実を変えたいと考え、北海

道・十勝産の食材を使用した、低糖質スイーツの開
発に着手することにしました。

取り組み成果

取り組み内容

今回、低糖質スイーツを開発するにあたり、オーブ
ンや冷蔵庫等の電気器具や、麺棒、ボウル、はかり等

の製菓器具一式を購入しました。
そして新たな屋号「晴café  低糖オーブン」という

ロゴを作成し、商品パッケージ、パンフレット、シー
ル、ショップカード等の印刷物、HPなどに用いてブラ
ンドイメージの統一化を図りました。

生産者や製造元に直接掛け合うなどして、一般的に
流通していない材料を含め、スイーツ開発に必要な材

料（バターや砂糖の代替となる⽢味料類、⽣地のベー

スとなる⼩⻨粉やふすま粉、⼤⾖粉などの粉類、⼤⾖

フレークやおからなどのフレーバー）を購入しました。
市役所や帯広信⾦、商⼯会議所、管内の⽼⼈福祉施

設などへ、数種類の試食用スイーツを配布し、アン
ケートを実施し、その意⾒を踏まえて、レシピの⼿直

しをしました。

今後について

十勝管内においては、低糖質を謳ったスイーツは
初めてであり、全国的にも希少であるため、注目度

は高いと思われます。
帯広市内の病院や売店、調剤薬局などへの委託販
売や、イベント・試食会を通じて多くの方に知って
いただき、メディアなどに取り上げてもらえるよう
接触機会を増やします。

またSNSやHPを作成し、インターネット販売も
強化していきたいと思います。

新製品開発

⼗勝産の全粒粉やおからを使⽤することで、⼩⻨

粉の使⽤量を極限まで減らし、砂糖の使⽤を避ける

とともに、質の良い⼗勝産の卵や乳製品を多⽤した

結果、従来のクッキーより糖質量を70％カット、
チーズケーキは80％カットしたレシピが完成しまし
た。

⾷⽣活の改善で糖尿病予備軍を克服

糖質を気にする方へ、低糖質かつ甘く美味し
いスイーツ

主な補助対象経費

原材料･副材料費、機械購⼊費、デザ

イン開発費、設計･試験依頼費

糖質量を70％〜80％カットしたスイーツ

委託販売・インターネット販売の強化

新製品開発
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十勝産食材を使用した『白艶

カタラーナ』新規販路開拓

株式会社エイムカンパニー
代表取締役 佐藤 慎吾
帯広市⻄18条南2丁目10-17
URL:http://www.aimcompany.info/

TEL:0155-66-5000
FAX:0155-66-9699
E-mail:jailhouse19991001@yahoo.co.jp

企業概要
設⽴:2007年
事業内容:飲食業、

通『心』販売業
資本⾦:500万円

従業員数:100名
概 要 『⼗勝北海道⽩艶カタラーナ』を全国販売するチャネル

として、ホームページ及びリーフレットを作製する。

取り組みのきっかけ

昨年は⼗勝産原料を⽤いた⾃家製の「極上白艶プ
リン」を外販商品として開発しましたが、賞味期限
が3日と短期であり、北海道外への販売が難しい製
品となりました。

そこで「極上白艶プリン」の原材料･レシピを基
に、冷凍菓⼦であり賞味期限が最⼤6ヶ⽉と⻑期で
ある『⼗勝北海道⽩艶カタラーナ』を開発しました。

現在、居酒屋で提供していますが、持ち帰り購入
を希望される例が増えており、全国へと販路拡⼤を
⾒込める商品として、安定的に供給することを目指
し、インターネット販売、通信販売を用いて、流通
チャネルを構築しようと考えました。

取り組み成果

取り組み内容

｢食｣の王国である十勝のブランドを前面に出した
『⼗勝北海道⽩艶カタラーナ』のパンフレットを作
成し、当社運営店舗や催し会場にて配布しました。
⽣産者の魅⼒が伝わり、情報発信が強化できる⾃

社通販サイト『十勝まるごと工房』を公開しました。
従来のヤフーショッピング通販サイトと比べ、デ

ザイン性の向上と合わせ、アクセス解析機能や会員
登録機能、メルマガ配信等様々な機能が追加されま
した。

また、スタッフ用のブログも作成し、商品や十勝
の情報を発信できる環境を作りました。

今後について

広報活動として、プレスリリース配信サイト
『PRTIMES』にプレスリリースを発信しました。

また『yahoo！ニュース』等大手ニュースサイト
にも取り上げて頂き、配信後1週間で集中的に1000
人弱のアクセスがあり、165,220円の売上げを達成
しました。(成約率3.5％、客単価5,163円)

月20万円を売上げるには、客単価5,000円として
月40件の購入が必要です。
Facebookの配信やプレスリリース等を積極的に

⾏い、⽉1400人強(成約率3.5％の場合)のアクセス
をいただく環境を作りたいと考えています。

国内販路開拓

『⼗勝北海道 白艶カタラーナ』の魅⼒を、全
国のお客様へお届け

プレスリリース配信後1週間で、約1000人の
アクセス

主な補助対象経費

広告宣伝費、印刷製本費

自社通販サイト『十勝まるごと工房』

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

表

面

① 広報活動の強化国内販路開拓

製品イメージに合うホームページ･リーフレッ
トの作成

② 応用商品の開発

｢⼗勝北海道⽩艶カタラーナ｣を用途に合わせてサ
イズを変更したり、味にバリエーションを加える事

で、お客様のニーズに応える様考えています。
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ATAハイブリッド構法を導入し、地域
材を活⽤できる環境に配慮した寒冷地

対応大型木造建築の開発

株式会社住計画FURUTA
代表取締役 古田 剛好
帯広市⻄19条南2丁目25番4号
ＵRL:http://jukeikaku.com

TEL:0155-35-5181
FAX:0155-36-8655

E-mail:furuta@jukeikaku.com

企業概要
設⽴:1968年

事業内容:建設業、
不動産業等

資本⾦:2000万円
従業員数:6名

概 要
ATAハイブリッド構法を導入し、一般木造建築物で使用され
る規格寸法の木材による大規模木造建築物の模型を作成、寒
冷地仕様の検討を⾏う。

取り組みのきっかけ

公共建築物等における木材の利⽤促進に関する法
律が平成22年10⽉より施⾏されたことにより、北海
道でも地域材を使用した建築物の木造化が進んでい
ます。
木造のメリットとしては、取得税や固定資産税の

償却が早く、コスト⾯で有利であることや、RC造や
鉄骨造と異なり解体・移築が容易であることが挙げ

られます。
しかし、北海道では積雪荷重による建物への負荷

が大きいことに加え、大断面構造材を使う大型木造
建築物はコストが高いというイメージがあるため、
十分な普及促進ができているとは言い難いのが現状
です。
そこで、⽊造住宅などの⼀般⽊造建築物で使⽤さ

れる規格寸法の⽊材を使⽤し、⾦物で補強すること

で従来の大規模木造建築物と変わらない大規模空間
を実現することができるATAハイブリッド構法を導
入することによって、従来⼯法よりコスト⾯で有利
となる寒冷地対応⼤型⽊造建築の開発を検討するこ

とにしました。

取り組み成果

取り組み内容

無柱大空間木造技術を研究する富山県の㈱ATAと
の間で提携工場としての契約の締結を⾏うとともに、
加工冶具について作成を依頼しました。
また、当社社員や施⾏の要となる⼤⼯も含め、

ATAハイブリッド構法について深く学ぶことを目的
として、㈱ATA社⻑を迎え、研修を⾏いました。
特に基礎の設計及び屋根、積雪荷重など積雪寒冷

地において特に重要となる部分では、図面上構造的
に問題ない箇所でも、施工上の課題・問題点などを
含めて、㈱ATAと協議を重ね、構造計算を⾏いまし
た。

今後について

実際の積雪荷重の計算及び地耐⼒の測定結果を得
ることによって、㈱ATAとの間で北海道における施
⾏基準を決めることができました。
鉄骨造と比較すると、断熱面では構造材が熱橋と

ならないため断熱材の補強が不要となる事や、断熱

材の施⼯が容易であるなど断熱⾯において非常に有

利であることがわかりました。
また、建物内部に⽊が⾒える構造は視覚的にも優

位性があります。
積算⾦額（建物本体以外の項目を除く。）の実質

建築費で比較をすると、鉄骨造の㎡当たり単価(国
交省建築動態統計調査H28年度)より換算して、同
面積の工場建築費では約20％のコスト削減となりま
した。
要因としては、木造で自重が軽いため基礎工事の

コストダウンが図れた事、鉄骨造りでは必須となる
さび⽌め等の塗装⼯事が不要であることが⼤きいと

考えられます。

コスト面での優位性を確保することはできました
が、今後は木造のマイナスイメージ(寒い・強度が弱
い・燃えやすい)を払拭するため、自社工場での構造
⾒学会や完成⾒学会等の説明会を通じて⽊造につい

て理解していただきたいと思います。また、地場⼯

務店・設計会社とも連携した販路拡⼤や、建設業界

はもとより、林業・製材業とも連携した森林資源の

保全等に取り組んでいきたいと思います。

新技術開発

中大規模の建築も鉄構造から木造へ

寒冷地における木造建築物の設計・試算

鉄骨造と比較して２割のコスト削減を実現

主な補助対象経費

原材料･副材料費、治具･⼯具費、

外注加工費、技術導入費、設計･
試験依頼費

自社⼯場を利⽤した⾒学会・説明会の開催

新技術開発

⼀般流通材で実現したハイブリッドトラス
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カップ豆腐製造ラインで製造

される製品の多品種化事業

有限会社中田食品
代表取締役 貴⼾ 武利

帯広市⻄24条北2丁目5番地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:豆腐及び豆腐加工

食品の製造及び販売
資本⾦:400万円

従業員数:15名概 要 カップ豆腐製造ラインで製造される製品の多品種化、新たな
製品開発(豆乳)と販売のための分析試験、デザイン製作を⾏う。

取り組みのきっかけ

当社は、2014年に｢味な絹ちゃん｣を開発し、
2016年には「枝⾖ころころ｣を完成･販売しました。

「枝豆ころころ」は開発してすぐに地元小売店数
社と成約し販売が決定しました。
しかし、販売状況は順調に⾒えるものの、原料の

国産枝⾖の供給量が極めて少ないことから、販売期

間が短くなり、販売できない期間に小売店舗の棚に
別会社の製品が並ぶことが懸念されます。

そこで、枝豆の代わりに他の道産素材を入れる第
二、第三の具材入り豆腐製品の開発が急務となりま
した。

取り組み成果

取り組み内容

カップ豆腐製造ラインで製造する製品の多品種化
を図り、事業を発展させるため、新たな製品開発と
販売のための分析試験、デザイン製作を⾏いました。

A.「つぶつぶとうきび」
具材入り豆腐の第二弾として十勝産とうもろこし
を使⽤し、割合･塩分濃度を試作しました。

専門機関にて、栄養成分分析を⾏い、パッケージ

デザインに成分表を表示しました。
パッケージデザインは、「とうもろこし」の色合
いで作成し、「フードバレーとかち」マークを入
れ、⼗勝産の魅⼒を発信できるようにしました。

B.「お豆腐屋さんの濃い豆乳 200ml」
専門機関に清涼飲料⽔の成分分析試験を依頼し、
清涼飲料⽔製造業の営業許可を申請しました。

また、専門機関にて、栄養成分分析を⾏い、パッ

ケージデザインに成分表を表示しました。
パッケージデザインは、ストローを紙スリーブ内
側につけ、ストローが貫通できるようなトップ
フィルムの素材にしました。最終的に、白色デザ
イン、緑色デザインで検討しました。

今後について

「つぶつぶとうきび」豆腐を完成させたことによ
り、アイテムが増えて売上げ増加が期待できます。

また、⾖腐⽤原料としての⾖乳販売ではなく、飲
⽤としての「⾖乳」を製品化し、清涼飲料⽔製造業

の営業許可を取得できました。また、道内外の商談
において、バイヤーから高評価を得ており、発売時
の販売先も確定しました。

本事業の結果を踏まえて、既存取引先や道外企業
を含めた新規取引先への、積極的な提案と商談を進
めていこうと考えています。
「つぶつぶとうきび」の販売時期は、昨年の台風

の影響があり、原材料のとうもろこしの価格が落ち

着く頃を考えています。
「お豆腐屋さんの濃い豆乳 200ml」は、資材が

完成し次第、販売する予定です。
また、第二弾として、別の味のバリエーションを開
発する予定です。

新製品開発

「枝豆ころころ」に次ぐ豆腐製品の開発を

「つぶつぶとうきび」「濃い豆乳」の開発

主な補助対象経費

デザイン開発費、
設計･試験依頼費

豆腐製品のアイテムが増え、清涼飲料⽔製造
業の営業許可も取得

既存・新規取引先へ積極的な提案と商談

新製品開発

「
お

豆
腐
屋
さ
ん
の

濃
い
豆
乳

」

「
つ
ぶ

つ
ぶ
と
う

き
び
」
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｢スロウな旅北海道｣ツアー

デスク事業

ソーゴー印刷株式会社
代表取締役 高原 淳
帯広市⻄16条北1丁目25
URL:http://www.sogo-printing.com

TEL:0155-34-1281
FAX:0155-34-1287
E-mail:kunamaga@sogo-printing.com

企業概要
設⽴:1960年
事業内容:印刷及製本、書籍･

雑誌等の出版広告業、
ホームページ･動画
製作業
資本⾦:2000万円

従業員数:70名

概 要 ⾃社刊⾏物｢スロウ｣のツアーデスクを開設し、
WEBサイトで北海道の体験ツアー商品を販売する。

取り組みのきっかけ

当社はこれまで、１０年以上に亘る雑誌製作の経
験から、全道各地の情報を収集してきました。

3,000件以上の取材を通じて、北海道にはあちら
こちらに驚くような隠れた魅⼒があることを知りま
した。また、それらは巨大な観光産業になる可能性
を秘めています。
しかし、まだまだ北海道観光は定番観光地の周遊

になりがちです。
近年は、海外からの観光客も⼤幅に増えているこ

とから、これまでの取材を通じて築いてきた関係や
情報、そして、得意分野である出版物、フリーマガ
ジンを最大限活用して、全世界の方へ北海道体験観
光の輪を広げたいと考え、WEBサイトを使った北海
道の体験ツアー商品を計画しました。

取り組み成果

取り組み内容

本文80Pで構成された海外向けフリーマガジンの
プロトタイプ号を製作しました。
マレーシアとシンガポールでの市場調査を実施し

ました。事前に⽤意した北海道旅⾏やフリーマガジ

ンを読んでもらい、その感想のアンケート（229枚
回収）を実施しました。また、旅⾏代理店や百貨店、

新聞社に広告営業を⾏いました。

Facebook上でプレゼントイベントを実施し、英
語圏のメディア中心に、イベントのプレスリリース
によって、Facebookファン獲得を図りました。

平成29年3月にWEBサイトをオープンさせ、この
サイトを基礎に、随時情報を発信していきます。

今後について

海外調査をした結果、旅⾏代理店や百貨店などに

設置してもらうことになりました。
主にマレーシアにおいて、フリーマガジンの広告
や旅⾏企画に関する新しい取引が進んでおり、弊社

の海外展開の足がかりとなりました。

ツアーデスクWEBサイトは、現在公開して間もあり
ませんが、今後フリーマガジンと連動し、北海道の体

験ツアーを牽引するWEBサイトを目指します。

新事業進出

｢ツアーデスク｣を開設して、北海道の隠れた
魅⼒を直接体験してもらう

海外向けフリーマガジンの製作や海外調査、
そして、webサイトの制作

主な補助対象経費

旅費、広告宣伝費、プログラム開
発費、原材料費、通訳費

マレーシアにおいて海外展開の⾒込み

WEBサイトの充実新事業進出

WEBサイト



帯広市 商工観光部 工業労政課

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

平成30年2月


