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平成30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３０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。

なお、令和元年度からは実施主体を帯広市から公益財団法人とかち財団に移し、補助対象
者の範囲を十勝全域に広げるなど、事業内容を拡充させた「十勝ものづくり総合⽀援補助
⾦」として実施しています。

活 用 事 例 集

帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦概要（参考）

【補助の対象となる事業、経費の概要について】 平成３１年３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。

はじめに

1

※下記の表は、平成31年3⽉までの制度概要となっています。現在の制度の詳細については、公益財団法
人とかち財団ホームページ（http://www.tokachi-zaidan.jp/）をご覧ください。
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小型航空機シェアリングサービ
スのためのバックサイド開発

株式会社エアシェア
代表取締役 進藤 寛也
帯広市⻄22条北1丁目5番5号
URL: https://airshare.co.jp/top.html

TEL:090-8903-1630
E-mail: hiroya_shindo@

airshare.co.jp

企業概要
設⽴:2016年
事業内容:航空機のレンタル

に関するマッチング
サービス業務 等

資本⾦:910万円
従業員数︓3名

概 要 旅⾏者・航空機所有者・パイロットの３者間
マッチングサービスをウェブ上で⾏う。

取り組みのきっかけ

日本は世界有数の法規制が厳しい国です。アメリ
カと異なり国産の航空機がない中、⾒合った法体系
が取られていない側面があり、小型航空機を活用し
たビジネスは採算を取りづらい環境にあります。

また、航空関連企業や自家用機所有法人等におい
て、パイロット雇用のニーズはありますが、採用に
係る人事の経費負担などから、リクルートマッチン
グが有効に⾏われていない現状があります。

さらに、大手エアラインや自衛隊、海上保安庁以
外のパイロットを目指し、航空大学校以外で資格取
得する場合、自費で経験⾶⾏時間を積み、国家試験
を受験する必要があるが、その費用は高額であるこ
とに加え、タイミングが良くなければ採用されない
現状があります。

日本では、資格の取得はするが、就職出来ない又
は自費で⾶⾏することが難しいことから、技術が低
下し、結果として、職業パイロットになれないケー
スが多く⾒られます。

以上の航空業界の諸問題を解決したいとの思いか
ら航空機のシェアリングサービス事業を構想しまし
た。

取り組み成果

取り組み内容

交通インフラが貧弱な地域などにおいて、クイッ
クな移動がしたいビジネスマンや、観光コンテンツ
として小型航空機を活用したいインバウンドなどの
旅⾏者や、趣味で所有する航空機の維持費を賄うた
め、自分が使うとき以外に貸し出したい航空機所有
者、パイロットとして就職するため、⾶⾏時間を確
保したいパイロット希望者の３者間でウェブ上にお
いてマッチングサービスの開発を⾏いました。

本事業では、バックサイドの１次開発として、
ユーザ新規登録/ログイン機能実装、ユーザ/パイ
ロット/機体登録機能実装、開発検証環境準備、2次
開発に向けた機能仕様の検討、データベース設計支
援を⾏いました。

今後について

2020年1月より、小型航空機のシェアリングサー
ビスの提供を開始し、全国約140箇所の空港間の航
空機移動が可能となりました。

現時点では、航空機10機、パイロット20人の登
録で、運航エリアも限られていますが、今後は、利
用者のニーズに合わせて希望する⾶⾏場からフライ
トできるよう、航空機やパイロット数を増やすなど
柔軟に対応していきたいと考えています。

新サービス開発

バックサイドシステムとして、ユーザの新規登録
及び各種ユーザ情報登録機能については、Twitterや
Facebook等のアカウントユーザに対し、簡易的に
新規登録やログインができるようソーシャルログイ
ン機能を整備したほか、パイロット等の情報登録の
際には、証明書等のエビデンス画像をアップロード
により登録できる機能を実装させました。

十勝発の航空交通改革の実現に向け

インターネットを活用した三者間マッチング
サービスの開発

主な補助対象経費
プログラム開発費

マッチングシステムのバックサイド構築

利用者ニーズの把握及び改善

新サービス開発

ログイン/新規登録画面

機体選択画面
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十勝産⿊⼤⾖によるオリジナル商品
「十勝⿊⾖珈琲」のドリップパックタ
イプの開発

ケリーケー珈琲
代表 鎌田 祐佳
帯広市⻄16条南35丁目4-6
URL:https://www.facebook.com

/cafe.rutsubo/?fref=ts
TEL/FAX:0155-67-0355
E-mail:

kerryk-coffee@snow.plala.or.jp

企業概要
設⽴:2009年
事業内容:自家焙煎コーヒー

の販売及び喫茶店業
従業員数:8名概 要 自社で焙煎した十勝産⿊⼤⾖を使い、新商品「十勝⿊⼤⾖

コーヒードリップパック」の開発を⾏う。

取り組みのきっかけ

開業当初より自社店舗にて飲食メニューとして
「十勝⿊⾖珈琲」を提供しているほか、挽き⾖状態
で店頭⼩売販売のみを⾏っています。
十勝産⿊⼤⾖は自店で深く焙煎することで、市場
に存在する「⿊⾖を原料に使ったお茶」と全く異な
り、より深い色や香りがでるほか、コーヒー⾖を一
切使っていませんが、コーヒーに似た味わいがあり
ます。
飲食客から「十勝⿊⾖珈琲」が好評を得ていると

同時に家庭でも気軽に飲めることが出来れば良いと
の声も多く寄せられていることから、「より多くの
お客様に届けたい」と思い、コーヒーメーカーを持
たない方でも気軽に楽しめるようドリップパックタ
イプの商品開発をしようと考えました。
併せて、近年、市販のペットボトル飲料に「ノン

カフェイン」の⽂字が目⽴つようになり、今後のノ
ンカフェイン飲料の需要拡⼤を肌で感じたことから、
「コーヒー代替飲料」として新たな販路開拓を目指
そうと考えました。

取り組み成果

取り組み内容

ドリップパックタイプの商品を開発するため、自
動計量充填機とシーラーを購入し効率的にパック製
造作業ができるよう環境を整えました。
また、これまで十勝産⿊⾖１００％の商品はほと

んどなかったことからまずはその味を知ってもらう
ため、一定期間、販売店には無償で試飲用を提供し
お客様に飲んでいただく機会を作りました。
さらに、パッケージデザインについては、健康意

識が⾼く、安⼼安全な「食」を求め、「セレクト雑
貨店で、１ランク上の良いもの」を好む⼥性層に⼿
に取ってもらえるようなデザイン開発を⾏いました。

今後について

地元商業施設や観光施設においては、製品が完成
次第取り扱ってもらえる予定になっています。
今後は、試飲コーナーなど一度味を知ってもらえ

るような取組みを⾏うほか、⾸都圏の展⽰会等に出
店し、販売促進に繋げていきます。

新製品開発

⼗勝⿊⾖珈琲を家庭でも気軽に飲みたいとい
うお客様の声から

主な補助対象経費
機械購入費、原材料・副材料費、
デザイン開発費

全国販売に向けた販路開拓を目指す

⼗勝産⿊⾖の周知及びターゲットを絞った商
品の開発

新製品開発

外包装デザイン

ドリップ用フィルターは、⿊⾖専用に従来のもの
よりも薄⼿で湯通りの良いフィルターにし、コー
ヒーカップに直接セットしてお湯を注ぎ飲むことが
できる十勝⿊⾖珈琲ドリップパックが完成しました。

十勝⿊⾖珈琲ドリップパック

家庭でも楽しめる⼗勝⿊⾖珈琲ドリップタイ
プが完成
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犬用乾燥燻製とうふの開発
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:https://www.
nakatafoods-tokachi.jp/ 

TEL:0155-37-3501
FAX:0155-37-3634

E-mail:info@nakatafd.jp

概 要 製造ライン上の割れ・欠け等の破損により廃棄していた豆
腐や、⾒込み製造計画による余剰在庫となった豆腐を活用
した常温流通可能な犬用乾燥燻製とうふの開発。

取り組みのきっかけ

昨今、⼈件費や原材料費、配送費等が値上がりす
る一方、当社の製品である豆腐はなかなか値上げに
踏み出せない状況にあります。

そのような中、既存製品の十勝産農産物を使用し
た「枝豆ころころ」や「お豆腐屋さんの濃い豆乳」
などは道外からの引き合いも多く、これまでは一定
量を出荷していましたが、先般、配送運賃が値上げ
したことに加え、要冷蔵品の出荷重量・荷姿の制限
が設けられたことにより、従来の荷姿では道外への
出荷が出来ない状況となってしまいました。

道外向けの商品については、従来、要冷蔵で、単
位重量当たりの単価が安く、賞味期限が短い商品を
製造していましたが、前述の理由のため、今後は、
常温で単位重量当たりの単価が高く、賞味期限が１
年以上の商品でなければ、販路拡⼤に結び付かない
ため、新たな商品を開発しなければいけないと考え
ていました。

そんな中、⼤手ペットフードメーカーから豆腐を
使用した犬用ガムを製造できないかというお話をい
ただいたことで、豆腐製造時に発生する割れ・欠け
等のロス分や余剰在庫の廃棄分、未利用資源である
おからなどを活用できることに加え、道外向け商品
として、常温で流通可能であると考え、豆腐を使用
したペットフードを開発しようと決心しました。

取り組み成果

取り組み内容

犬用乾燥燻製とうふを開発するに当たり、犬が好
む形や重さ、質感等の要素を開発する製品にも取り
入れるため、目標とするハードタイプの犬用ガムを
購入し分析を⾏いました。

また、乾燥用器具を購入し、既存の豆腐を脱水・
乾燥させる工法も含め、効果的に水分を減らし固く
する方法を検討しました。

今後について

豆腐や既存製品の「とうふくん」を乾燥させただ
けでは、ひび割れが進み砕けてしまうものも多かっ
たが、糖類を加えることでひび割れを防ぎ、硬さを
表現することが出来きました。

また、期待する質感がなかなか得られなかったが、
単に乾燥させるだけではなく、⼤豆たんぱくを酵素
で分解するなどの手法を想定することができました。

今後は、今回予定していたがスケジュールの関係
で実施できなかった細菌検査を実施し、常温・賞味
期限１年以上でも問題ないとの完全性の確認を⾏い
たいと考えています。併せて、モニター犬によるモ
ニター試験を実施したいと考えています。

新製品開発

大手ペットフードメーカーからの相談を
きっかけに

豆腐の脱水技術や乾燥設備を活用し硬さを
検討

質感のメカニズムの解明と再現が課題

主な補助対象経費
原材料･副材料費、治具・工具費、
デザイン開発費

細菌検査を⾏い、モニター試験を実施

新製品開発

脱水乾燥させた断面状況

脱水乾燥状況

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:19名
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株式会社花
代表取締役 久保 陽一
帯広市⻄16条南5丁目19番2号

URL: https://hana-sakura.co.jp/ 
TEL: 0155-38-2555

FAX: 0155-35-8305
E-mail:egg-as@hana.sakura.co.jp

企業概要
設⽴:2006年
事業内容:障害福祉サービス

事業、障害児相談⽀
援事業 等
資本⾦:1000万円
従業員数:32名

概 要 輓⾺およびエゾ⿅の⽪⾰を利用し、和モダンな⽪⾰製品の
開発を⾏う。

取り組みのきっかけ

当社では障害者に対する就労⽀援を⾏っています。
⽀援事業の取組において、障害や性差、⽂化などの
違いを知り、受け⼊れ、尊重し合うインクルーシブ
な価値の創造を目指してきており、その価値を創造
する手法として「ものづくり」を用いています。

近年、北海道において急激な頭数増加により、生
態系のバランス崩壊の要因となり、駆除の対象と
なっているエゾ⿅の⽪や、北海道遺産にも認定され
世界でも唯一の競⾺であるばんえい競⾺で活躍する
ばん⾺の⽪を⾰製品として利活用することで、障害
者雇用への取り組みの一環として、十勝帯広を当た
り前に混ざりあえるインクルーシブな地域へと導き
たいと考えました。また、地場素材を活用し、日本
の気品あるデザイン⽂化や伝統技術を現代の日本に
なぞらえて再構築し、和モダンな⽪⾰製品の開発を
⾏い、十勝発のファッションブランドとして世界に
打ち出したいと考えました。

取り組み成果

取り組み内容

まず、製品の原材料となる⿅⾰や⾦具、工具、ミ
シンなどを購⼊し、ものづくりができる環境を整え
ると同時に、ものづくり職人として活躍を期待する
障害者に対し、工業用ミシンの取扱いや芯材等様々
な資材を組み合わせて製作する製品の構造などの技
術指導を⾏いました。
また、開発した製品のモニタリングを目的に、東

京において展示会を開催し、ファッション業界関係
者、メディア、福祉業界関係者など約60名の来場者
から生の声を聞くことが出来ました。
さらに、製品の⾒せ方に拘るため、商品のビジュ

アルイメージ撮影を東京で⾏い、展示会への集客や
商品の宣伝効果を高めました。

今後について

エゾ⿅の⾰を使ったバッグが完成しました。
試作製作段階からメディア等での露出（約40誌）

を増やしたほか、Twitterでの情報発信に努めた結
果、認知度の拡⼤へと繋がりました。また、展示会
においては、多くの来場者から高い評価と関⼼を集
めることが出来ました。

今後はバッグのみならず、財布やセカンドバッグ
など小物類も開発しようと考えています。

ばん⾺の⽪⾰については、⾺主協会や⽪⾰なめし
業者などに相談しましたが、⼊手が困難な状況だっ
たため、今後は問屋さんから仕⼊れるなど流通ルー
トの構築を目指し、ばん⾺の製品開発を⾏いたいと
考えています。併せて、ウェブショップでの広告発
信などを積極的に⾏い、さらなる認知度向上に努め
ていきたいと考えています。

新製品開発

「ものづくり」による価値を創造する障害者
⽀援を目指す

地元素材を利用した革製品の開発

主な補助対象経費
原材料・副材料費、治具・工具
費、機械購⼊費、市場調査費

エゾ⿅の革を使用したバッグが完成
展示会でも高評価を得る

流通ルートの構築及びさらなる商品の認知度
の向上

新製品開発

東京で開催した展示会の状況

エゾ⿅を使用したバッグ

輓⾺およびエゾ⿅⾰新製品開
発事業
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低糖質スイーツ国内販路
開拓事業

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:菓子の製造販売及び

料理教室
資本⾦:150万円

従業員数︓2名概 要 現在販売している「おはようグラノーラ」のパッ
ケージを⾒直した「とかち⼤⾖のグラノーラ」の国
内販路開拓。

取り組みのきっかけ

2017年より低糖質のクッキーの販売を開始しま
したが、課題として、壊れて商品にならないクッ
キーがたくさん出来てしまう点がありました。そこ
で、試作的にヨーグルトにトッピングしてみたとこ
ろ、風味が良いことから、「おはようグラノーラ」
を開発し販売しました。すると予想以上に反響が多
く、クッキーの売上げよりもグラノーラの売上げが
⼤きくなり現在でもその状態が続いています。

クッキーについては、ギフトやイベント時期に需
要が多く季節ものになりやすい一方、グラノーラは
⾃分⽤としてのデイリー需要が⾒込め、継続的な売
上げにつながっています。また、グラノーラは製造
の⼿間が少なく、⽣産量を増やすことが可能である
ことに加え、発送の際の衝撃にも強いため、送料を
安く抑えられインターネットショップでの競争⼒を
期待できます。

以上の理由より、現在販売している「おはようグ
ラノーラ」のパッケージや原料の⾒直しを⾏い、市
場への訴求⼒のより⾼い新たなグラノーラを⽣み出
し、国内の販路開拓を⾏うことにしました。

取り組み成果

取り組み内容

以前に北海道庁で⾏っている「北のハイグレード⾷
品S」の総評内で味や機能は⼤変優れているが、外国
産の原料⽐重が⾼くて残念、と評価されました。この
意⾒を参考にし、従来使⽤していたナッツ類を⼗勝産
の⾖製品に置き換えたところ、⼗勝らしさが全面に押
し出された商品が⽣まれました。

併せて、⼗勝産⼤⾖を使⽤していることを分かりや
すく表現するため、パッケージデザインを変更しまし
た。

また、グラノーラの⾷べ方を提案する目的で、商品
に添付するミニタグとレシピ冊子を作成したほか、３
種類（りんご、クランベリー、⾖ミックス）のフレー
バーを各々お客様に分かりやすく伝えるため、フレー
バーシールを作成しました。

今後について

今後は特に「⼤⾖のおやつグラノーラ」のPRに努
め、空港の売店及び首都圏エリアで取り扱ってもら
えるよう営業していきたいと考えています。

国内販路開拓

⼗勝らしさと主原料である⼤⾖がわかるように、
パッケージデザインに⼤⾖を全面に出し、商品名も
「おはようグラノーラ」から「とかち⼤⾖のグラ
ノーラ」に改めました。また、小さいサイズの商品
が欲しいというお客様からいただいた声を形にし、
「⼤⾖のおやつグラノーラ」を開発しました。

訴求⼒の⾼い新たなグラノーラを開発し販
路拡⼤に繋げたい

十勝らしさを前面に出した商品開発

主な補助対象経費
デザイン委託費

「とかち⼤豆のグラノーラ」と「⼤豆のおや
つグラノーラ」が完成

⼤豆のおやつグラノーラの販路の拡⼤

国内販路開拓

レシピ冊子

とかち⼤⾖のグラノーラ・⼤⾖のおやつグラノーラ



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
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