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CONTENTS中央卸売市場に市有施設では最大規模の
『太陽光発電設備』を設置！
　札幌市中央卸売市場では、荷さばきなどを行うセンター

ヤードの屋上に、総面積1,434㎡の太陽光パネルを設置

し、３月下旬から本格稼動を始めます。

　年間予想発電量は342,000kwh（一般家庭約100世帯

分）が見込まれ、これまでに市有施設に設置した太陽光発

電設備では最大規模となります。

　発電した電力は北電に売却するほか、災害時には地下水

処理システムの稼動用電源に使用し、業務用水の確保や地

域住民へ飲料水の供給を行う予定です。

中央卸売市場に『太陽光発電設備』を設置！
札幌型スポーツ産業創出事業のご紹介
「お仕事なぅ」掲載企業募集
開放特許活用型モデル事業の成約案件の紹介
平成24年度優良農業者等表彰
札幌スタイル認証製品の紹介
北京駐在レポート
さっぽろスイーツ2013決定
インタークロス・クリエイティブ・センタープロジェクトメンバー募集
中小企業のための福利共済・退職金共済制度にご加入を
情報BOX
がんばれ!!札幌の企業（第12回）
スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介31
データで見る! さっぽろ経済の動き
中小企業経営セミナー

1
 2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8

▲中央卸売市場センターヤードの屋上『太陽光発電設備』写真 ▲発電状況がわかるカラーモニター

▲中央卸売市場の全景
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「北海道日本ハムファイターズ×JTB北海道コラボ企画『JTBサマーベースボールキッズ』」

「大人のためのスポーツバイク教室」

「スポーツ映像分析・配信ソーシャルネットワークサービス」

札幌型スポーツ産業創出事業のご紹介

　札幌の産業のさらなる発展のためには、既存の業界や産業構造にとらわれない札幌の魅力や創造性を活かした産業の構築が必
要です。そこで、本事業は、札幌ならではのスポーツ資源を活用した独創性の高いビジネスモデルを、コンテスト形式で公募
し、『優秀モデル』には補助金を交付して、実際に事業を行っていただくことで、「スポーツ分野」を新たな産業として確立し
ていくことを目的としています。
　このたび『優秀モデル』6件（ウィンタースポーツ部門：3件、サマースポーツ部門：3件）を選定いたしました。今月号では、
サマースポーツ部門の『優秀モデル』3件をご紹介いたします。

　平成25年度においても本コンテストを実施する予定です。また、サマースポー
ツ部門の『優秀モデル』につきましては、平成25年度予算が確定後、補助金を交
付し、事業を実施していただく予定です。

　今後の展開

札幌市経済局産業振興部経済企画課　
TEL 011-211-2352

【お問い合わせ先】

サマースポーツ部門（事業実施時期が平成25年4月1日～平成25年9月30日までの事業）
　　（補助及び補助率：上限200万円、補助対象経費の1/2以内）

 『優秀モデル』

　北海道日本ハムファイターズと連携し、子どもが、試合観戦前にオリ
ジナル野球グローブを作成できる、現役の日ハム選手に取材ができる
などの特典を、それぞれ宿泊とパッケージしたプログラムを開発・販売
し、道内外からの観光客の誘致を図ります。

NPO法人北海道野球協議会

　同協議会に所属する、元プロ野球選手や、元社会人野球チームの監督な
どのノウハウを活用して、野球のコンサルティングを受けることができる
会員制Webサイトを構築します。サイトの特徴は、ユーザーが動画をアッ
プロードできることであり、例えば、ピッチャーが“三振を捕った投球”
と“ヒットを打たれた投球”を重ね合わせ再生して、アドバイスを行うな
どの特殊映像サービスを行います。

　スポーツサイクリングは欧米やアジア諸国で人気ですが、日本におい
てはまだ広まっていない現状にあります。そこで、現役のロードレー
サーなど、経験豊かなサイクリングインストラクターによる、スポーツ
バイクの試乗体験会、及び海外からの顧客を受け入れるサイクリングツ
アーを実施します。

北海道サイクリングツアー協会

　事業概要

申 請 者

申 請 者

申 請 者

概　　要

概　　要

概　　要

㈱ＪＴＢ北海道

企業情報を無料で掲載します!!
札幌市が運営しているサイト「お仕事なぅ」では、

市内の正社員求人を出した企業の情報を紹介しています!!
掲載対象は、札幌市内に事業所があり、かつ、
札幌市就業サポートセンターへ正社員の求人を出している企業です。
詳細については、以下のアドレスへアクセスし、企業情報掲載についての注意事項をご覧ください。
お仕事なぅ（HP：http://www.sapporo-sc.jp/now/）

【お問い合わせ先】札幌市経済局雇用推進部雇用推進課　TEL 011-211-2278
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　札幌市では、高い付加価値を作り出すものづくり産業の振興に向けて、平成24年度から開放特許活用型モデル事業を実施して
います。本事業では大企業や大学等研究機関が持つ開放特許を札幌市内のものづくり企業に移転し、中小企業の「技」と大企業等
の「知」(特許)を結びつけることで、中小企業の新製品開発や新規事業の創出を支援しています。
　このたび、本事業において市内中小企業と大企業のマッチングが成立し、家具製造メーカーの株式会社ヤマチ工芸社が、日産自
動車株式会社の合成皮革素材「ソフィレス」を使用してソファの新製品を開発しました。

日産自動車(株) 高触感の合成皮革「ソフィレス」

製品名:「SOL(ソール)」

開放特許活用型モデル事業におけるマッチング成約案件のご紹介

特許は原則としてその権利者しか使用できませんが、権利者が他者に開放(ライセンス契
約・譲渡など)する意思のある特許のこと。開放特許とは?... 

○成約企業 
　日産自動車株式会社、株式会社ヤマチ工芸社

○本製品の詳細及びご注文・お問い合わせについて
　株式会社ヤマチ工芸社 商品企画室 伊藤   TEL 011-762-1515 (オンラインストア・・・http://gouch-life.com/)

○導入技術

○製品概要

指に近い柔らかさと、指紋に合わせた表面形状を採用することで、赤
ちゃんの肌のような柔らかく心地よい触り心地を実現した新素材。日
産高級車FUGAにも使用されています。

株式会社ヤマチ工芸社のオリジナルブランド、「GOUCH（ガウチ）」のラインナップの一つである「SOL(ソー
ル)」シリーズにソフィレスが使用されます。ソフィレスを使用することで、抜群の肌触りと沈み込むような優し
い座り心地のソファが誕生しました。また、本革同様の触感と、お手入れが簡単な合成皮革の長所を兼ね揃えてお
り、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。

▲「SOL」3人掛 243,000円

開 放 特 許 活 用 の メ リ ッ ト
■大企業等から様々な協力が得られます
  技術指導、販路開拓支援など大企業等から様々な協力が得られ
ます。 
■人的ネットワークが広がります
　大企業等と中小企業間の人的ネットワークが広がり、新たなビ
ジネスチャンスが期待できます。

■新製品、新ビジネスのチャンスです
  大企業等が持つ開放特許や活用実例から、新製品開発のアイディ
アや技術を入手できます。
■知財コーディネーターが一貫してサポートいたします
  大企業等との交渉、契約、製品開発、商品化まで、知財コーディ
ネーターがサポートいたします。

詳細はHPをご覧ください。 http://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/kaihou-tokkyo/kaihou-tokkyo.html 

【お問い合わせ先】 札幌市経済局産業振興部ものづくり産業課　TEL 011-211-2362

平成24年度札幌市優良農業者等表彰
　「札幌市優良農業者等表彰」は、札幌市で農業振興に貢献したと認められる方について実施しているものです。
　本表彰は昭和51年度から毎年度実施しており、これまでに156の個人・団体を表彰し、今回で37回目となります。平成24年度は、25年１
月23日（水）に市役所市長室で行われ、2名の方が受賞されました。

　清田区有明において、早くからほうれ
ん草の栽培に積極的に取組み、ポーラス
ターという札幌ブランド維持に貢献した
功績は本表彰に値する。
　また、札幌市農協の蔬菜部会において
永く役員を務めるとともに、営農生産の
面においてもこれまで培ってきた知識と
経験は他の模範として評価に値する。

　永年にわたり札幌市農協の玉葱部会の
役員として、他の生産者の模範となり玉
葱生産を支えてきた功績は評価に値す
る。
　また、持ち前の情熱で研究を重ねて得
た高度な栽培技術と農業経営における高
い能力は、篠路地区の若い生産者を始め
とする他の模範である。

松本 吉正さん 鷲尾 和義さん
まつもと よしまさ  わしお　かずよし

【表彰に係るお問い合わせ先】札幌市経済局農政部農政課　TEL 011-211-2406
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中国インターネット通販市場の現状
●ネット通販市場が急成長
　中国では、1996年からインターネットサービスが利用できる
ようになりましたが、現在では、利用者が5億6千万人を突破し、
ネット普及率は50％に届く勢いで更に増え続けています。そんな
中、インターネット利用者の増加と共に拡大し続けているのがイン
ターネット通販（以下「ネット通販」）の利用者です。
　2003年のSARS発生時に、外出をしなくてもネット通販で食品
や生活用品など購入することができるという利便性が認知されたの
を契機に、年々、急速に利用者、取引額ともに拡大し、2012年に
は利用者が2億人を突破。取引額も10兆円を超え、2014年には25
兆円、2015年には31兆円を突破する見込みで、中国のネット通販
市場は今後も大きな成長が見込めると言われています。

●ネット通販業界の競争
　中国では、多くの企業がネット通販市場に参入して事業拡大を
図っているために過当競争となり、利益度外視の価格競争が行わ
れています。例えば、中国電子商取引最大手の『阿里巴巴（アリバ
バ）』は、2009年から、毎年11月11日に、同社傘下の通販サイト
『天猫商城（ティエンマオシャンチャン）』とオークションサイト
『淘宝網（タオバオワン）』で大半の商品が半額で購入できる大規
模販促キャンペーンを行っており、1日の売上が、2009年は約7億
4千万円、2010年は約131億円、2011年は約728億円、2012年は
約2,675億円と急速に売り上げを伸ばしています。上海の小売店約

5,000店舗の2012年10
月の国慶節連休8日間で
の総売上が約900億円
ですので、それと比較
しても、ネット通販の
売上がいかに凄いかが
わかると思います。
　 毎 年 、 こ の キ ャ ン
ペーンの日を心待ちに
している若い中国人女
性も多く、生活用品や
衣類などを一度に数十

アイテムを購入する人がたくさんいます。今回も回線が混み合って
購入や支払いのページにアクセスできなかったり、商品の到着が通
常より遅かったりといったトラブルはありましたが、商品が届かな
いといった大きなトラブルはなかったようです。

●ネット通販市場の特徴
　中国におけるネット通販の売れ筋商品ですが、日本と同様、ア

パレル商品とデジタル家電製品が上位を占め、それらの商品で市
場の50％を占めています。特徴的な売れ筋ネット商品としては、
粉ミルクやミネラルウォーターが挙げられます。特に粉ミルクに
関しては、2008年にメラミン汚染された粉ミルクの問題が発生し
てからは、外国産の粉ミルクが高価格でも飛ぶように売れるよう
になりました。また、中国人がネット通販を利用する際の特徴と
して、「価格に敏感」、「評価（口コミ）を重視する」などが挙
げられます。中国人にとっては、「ネット販売＝店舗より安価」
というイメージがあり、価格的にメリットが無ければ購入しませ
ん。また、中国では一部の小売店で本物と見分けがつかない偽物
も売られていることもあり、ネットで買い物をする際も、本物か
どうかをしっかり見極めるために、購入するネットショップ、或
いはその商品自体の口コミを重視する傾向にあります。小職も
ネット通販を利用していますが、大半の商品に口コミが詳細に記
載されており、商品選択の判断材料として、値段や画像だけでは
なく、口コミも重要な要素となります。

●最後に
　今後も益々拡大し、魅力的な市場としてビジネスチャンスが見
込まれるネット通販ビジネスですが、一方で、価格競争について
いけない企業の撤退や、過当競争による値崩れによって商品の価
値が損なわれるなどのリスクが存在するため、ネットビジネスへ
の参入を検討する際には、中国のネット通販事情をしっかり見極
める必要があります。
　中国でビジネスチャンスを広げるためには、まず、中国の文化
や習慣などを理解した上で、今の中国で「何が求められている
か」、「何が不足しているか」、「ターゲットをどこに絞ったら
良いか」といったマーケティングをしっかり行ったうえで、「売
りたい商品」ではなく、「売れる商品」を売ることが何よりも重
要です。札幌経済交流室では、その際のサポートをさせて頂きま
すので、お気軽にご相談ください。
　2013年度も引続き宜しくお願い致します。

※データ等の出典
インターネット利用者数：中国互联網絡信息中心（CNNIC）
ネット通販利用者・規模：アイリサーチ
阿里巴巴販促時売上高　：新華社電

北京駐在レポート（2013年4月号）　札幌経済交流室　室長代理　佐藤　孝太郎

日中経済協会 北京事務所
札幌経済交流室
TEL +86-10-6513-9833

【お問い合わせ先】

（JRタワー 6F）

6F
ステラダイニング

無印良品

札
幌
ス
タ
イ
ル

シ
ョ
ッ
プ

エ
ス
タ
へ
↓

エ
ス
タ
へ
↓

展
望
室

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

展
望
室

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

エスカレーター

立体駐車場へ→

展望室
インフォ
メーション

展望室
インフォ
メーション

札
幌
ス
タ
イ
ル

シ
ョ
ッ
プ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

札幌スタイル認証製品を紹介します。
とろりシリーズ

春への期待を込めて、雪どけのカタチを雫型の道産
材で表現しました。
軽やかなつけ心地と、手触りが特徴です。

hikuidori（ヒクイドリ）

ネックレス：1,890 ～ 10,290 円
ピアス：4,515 ～ 4,620 円
イヤリング：4,620 円

札幌スタイルショップ
（北 5 西 2 JR タワーイースト
6 階展望室入口）等で
好評発売中。

販売元

価格

買える場所

平成25年度 札幌スタイル認証製品の募集について
「札幌スタイル」とは、札幌市が認証している地域ブランドです。
札幌の暮らしから生み出された札幌らしい製品を認証し、市内企業のものづくり
を支援しています。
平成25年度も年2回の認証を行います。公募日程・応募要領など詳しい内容は4月
下旬以降、市役所HPや広報さっぽろなどでお知らせしますのでご確認ください。
http://www.city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/
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　3月7日（木）、スイーツ王国さっぽろ推進協議会主催により「さっぽろスイーツ2013コンペティション」のグランプリ発表会および表彰
式が開催されました。生洋菓子部門と焼菓子部門合計で71品の応募作品の中から、今年の札幌を代表する「さっぽろスイーツ2013」が誕生
しました。グランプリ作品のレシピは、協議会会員洋菓子店に公開され、各店舗でアレンジを加えたうえで「さっぽろスイーツ2013」とし
て一斉販売されます。

　札幌市は、デジタルコンテンツにおける新ビジネスを創造するクリエイターに、その活動の場を広げ、クリエイターの資質や才能をさらに
発展させることを目的として、平成13年にインタークロス・クリエイティブ・センター（INTERCROSS CREATIVE CENTER：ICC）を開
設。平成25年4月に、その機能を札幌市産業振興センターに移転します。移転後のICCでは、過去10年に及ぶクリエイター支援の実績をもと
に、クリエイター・企業のクリエイティブ・ビジネスに係るプロジェクトを支援し、新規事業の創出、新会社の設立、企業誘致・人材誘致な
ど、札幌へのクリエイティブ産業の集積を目指します。
　ICCでは施設の様々な支援メニューを活用し、創造性に富み、札幌市におけるコンテンツ産業の振興に寄与することのできる事業（プロ
ジェクト）を創出するメンバーを随時募集しておりますので、ぜひご応募ください。
　なお、事業内容に応じて、クリエイティブルーム（オフィススペース）の利用も可能です（審査あり、有料）。

　財団法人札幌市中小企業共済センター（愛称：さぽーとさっぽろ）は、一社単独では実施の難しい「福利厚生」と「退職金積立」を企業に
代わって実施しています。札幌市や札幌商工会議所などの出資により昭和50年３月に設立、現在、約8,800社、約73,000人の会員が加入し
ています。なお、平成25年4月1日、北海道の認定を受け公益財団法人となる予定です。

【お問い合わせ先】スイーツ王国さっぽろ推進協議会　HP　http://sweets-sapporo.com/

中小企業のための福利共済・退職金共済制度にご加入を

「さっぽろスイーツ 2013」決定 !!
生洋菓子部門『さっぽろ黒豆タルト』
焼 菓 子 部 門『さっぽろ大通公園大豆クッキー』 

焼菓子部門グランプリ
『さっぽろ大通公園大豆クッキー』 

生洋菓子部門グランプリ
『さっぽろ黒豆タルト』

インタークロス・クリエイティブ・センター プロジェクトメンバー募集

　インタークロス・クリエイティブ・センター　TEL 011-817-8911
　経済局産業振興部ものづくり産業課　TEL 011-211-2379
　HP　http://www.icc-jp.com/ja/

札幌市産業振興センター　札幌市白石区東札幌５条１丁目

財団法人札幌市中小企業共済センター
札幌市中央区北1条西2丁目　経済センタービル6F
TEL　011-221-3984
HP　http://www.support-sapporo.or.jp

【お問い合わせ先】

【お問い合わせ先】

移転先

■福利共済制度
　結婚・出産・入学などの10項目の慶弔金の贈呈。多彩な企画事
業の参加、定期健診・人間ドック、旅行、レクリエーション施設な
どの割安利用。コンサートやプロスポーツ観戦チケットの助成やマ
イカーローンなどの低金利での融資あっせんに至るまで、豊富なメ
ニューを取り揃えています。

■退職金共済制度
　委託生命保険会社７社の運用により「安全・堅実」な運用で、将
来に備えての退職金が積み立てられます。なお、委託生保の運用実
績で予定利率を上回り、配当が付いた場合には、その相当額が支給
額に付加されます。

■加入地域・対象
　事業所が札幌市内の法人企業（個人で事業を営む個人企業も含
む）で働く事業主および従業員。また、法人役員、パートタイマー
の方も加入できます。なお、4月からは加入地域の拡大を図り、札
幌市内に居住する従業員が勤務する市外企業も加入できるようにな
ります。

■会費額
　月額は1,000円（福利会費600円、残り400円が退職積立金）か
ら加入できます。600円の福利会費は固定ですが、掛金はいずれも
1,000円単位で、従業員は最高月額30,000円まで、事業主や法人役
員などは最高月額200,000円まで、積み立てられます。
　企業が負担する従業員分の会費は、全額損金、または必要経費に
計上できます。また退職金は、退職所得税の控除対象となり、税制
面で大きな特典があります。

道産の黒豆をたっぷり使
用した黒豆タルト。
和と洋を見事に融合させ
ており、黒豆をイメージ
したドーム状の形状は、
可愛くも高級感溢れる作
品です。

道産の大豆をたっぷり使
用した大豆クッキー。
緑生い茂る夏の大通公園
を見事に表現されてお
り、見て食べて、二度美
味しい作品です。

「ケーキハウス　ステラ☆マリス」
橋本 直子氏の作品

「㈱もりもと」
今 伸五氏の作品



6 2013 年 4 月号 ｜ 経済情報さっぽろ

情報BOX情報BOX情報BOX
ジョブスタートプログラム研修生の職場実習受入れ企業の募集

平成25年度さっぽろベンチャー支援事業 支援対象者募集

従業員のための保育施設を設置する企業を応援します

　（財）さっぽろ産業振興財団では、支援メンバーである民間の創業支援機関や北海道大学、小樽商科大学、札幌大
学、ノーステック財団、北海道立総合研究機構などと「さっぽろ起業家総合支援協議会」を組織し、起業家・ベン
チャー企業の育成を行う『さっぽろベンチャー支援事業』を実施しています。この支援事業は、将来性の高いビジネス
モデルや独自の技術を持っている企業・個人を選定し、支援メンバーが総合的かつ継続的に『ハンズオン型』支援を行
うものです。札幌の未来を支える元気な企業めざして、一緒にチャレンジしてみませんか？

　札幌市では、仕事と子育てを両立しながら安心して働き続けられる環境づくりのため、従業員のお子さんを預かる保育施設（事業所内保育施
設）を設置する事業主に、設置費用の一部を助成しています。 

＜ジョブスタートプログラム（大卒等対象事業）＞ ＜ジョブスタートプログラムジュニア（高卒対象事業）＞

対象者
札幌市に居住又は通勤可能な方で、札幌市で働くことを希望している
平成24年3月以降に大学（院）、短期大学、専門学校、高等専門学校
等を卒業し求職中の方

札幌市に居住又は通勤可能な方で、札幌市で働くことを希望している平
成24年3月以降に高校を卒業し求職中の方

募集企業 募集企業は、札幌市内に事業所があり、原則職場実習後、研修生を正規雇用していただける企業です。職種は問いません。
なお、研修生の受け入れについては双方の合意が必要となるため確約はできません。

募集締切 平成25年5月末まで（各コースにより募集期間が異なる場合があるの
で、詳細は各コースの受託事業者にお問い合わせください。）

平成25年7月末まで（各コースにより募集期間が異なる場合があるの
で、詳細は各コースの受託事業者にお問い合わせください。）

実習期間 平成25年6月から8月末までの連続した期間
（約3カ月間の職場実習）

平成25年8月から11月末までの連続した期間
（約4カ月間の職場実習）

実習時間 1日8時間

下記Ａ～Ｆコースの中から1つを選び、各コースの受託事業者へ直接お申込みください。原則、重複申し込みはできません。

申込方法

Aコース：（株）インテリジェンス
・電話：011-210-8880
・HP：http://haken.inte.co.jp/Chiiki_hokkaido/sapporo/pjt/student/
high.html
Bコース：（株）マイナビ
・電話：011-222-7703
・HP：http://staff.mynavi.jp/dou/jsp/
Cコース：（株）パソナ
・電話：0120-707-707
・HP：http://www.pasona.co.jp/pr/sapporo/jsp/
Dコース：マンパワーグループ（株）
・電話：0120-11-1069
・HP：http://www.manpowerjobnet.com/special/sapporo_
misyusyoku.html

Eコース：キャリアバンク（株）
・電話：011-221-9482
・HP：http://www.career-bank.jp/jobstart/

Fコース：ヒューマンアカデミー（株）
・電話：0120-15-4149
・HP：http://www.athuman.com/user/jobstart/

注意事項 職場実習の受け入れ企業は、職場実習終了後の採用を前提としている企業となるため、採用予定のない企業の申し込みはできません。

札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
TEL 011-211-2982
E-mail　kodomo.jisedai@city.sapporo.jp
HP　http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb/hoiku.html

さっぽろ起業家総合支援協議会事務局
（(財)さっぽろ産業振興財団 内）
TEL 011-820-2062　 HP http://www.sec.or.jp/venture/

【お問い合わせ先】

【お問い合わせ先】

　卒業までに就職できなかった「大卒等新卒未就職者」180人及び「高卒新卒未就職者」50人を研修生として雇用し、就業に必要な研修事業を通じて、
早期就職を支援するプログラムです。
　参加する新卒未就職者は、札幌市の委託事業者（人材サービス会社等）に研修生として一定期間雇用され、就職に必要なビジネスマナーなどを習得
するための座学研修（OFF-JT）を受講した後、職場実習（OJT）に従事し、就職を目指します。札幌市では、この職場実習の受入れ企業を募集してい
ます。（主催：札幌市）

申込期間 　　平成25年5月2日(木)　～　5月24日(金)まで 
対象分野 ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、積雪寒冷分野、
　　　　　 健康サービス・福祉関連分野、コンテンツ分野、食分野、観光分野　他
 対 象 者 ● 上に示す対象分野において、これから起業を目指している又は設立３年以内の中小企業者であること
 ● 優れた特許等を既に有するなどの技術的優位性、もしくはビジネスモデルの先進性などにより他者との差別性があるもの　 
 詳細は、下記ホームページからダウンロードできる「募集要項」をご確認ください。
補助金額 1社あたり300万円まで（補助率10/10）
支援内容（例）
 ●事業計画・事業戦略の策定・見直し、専門家による経営指導や会社組織（チーム）作りの指導
 ●市場調査や見本市等への出展、試作品のテストマーケティング、支援メンバーの人的ネットワークを活用した販路の開拓
 ●商品化に最適な研究機関の紹介や特許出願関連調査、必要な機器の提供（レンタル・リース）　ほか
　　　　　　 上記に係る経費は、支援計画に基づき支援メンバーが支出したのち、協議会が支援メンバーに対し支払うこととなります。
 ※本事業は、札幌市及びさっぽろ産業振興財団における平成25年度事業予算の成立が条件となります。
 内容変更などの可能性もありますことをあらかじめご了承ください。

補助の概要

メリット ［従業員にとって］
　勤務時間に合わせて、職場の近くにお子さんを預けられます。
［事業主にとって］
　優秀な人材の確保・定着、企業価値の向上につながります。
●札幌市内に「初めて」設置する場合が対象。
●設置費用（工事費等）の一部補助。上限500万円。
　※厚生労働省の助成金を併せて活用できる場合があります。
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　株式会社トヨウンは、平成22年2月に代表者の鄭（チョ
ン）氏が、北海道水産物（活、冷凍、加工品）を中心とし
て韓国と中国への輸出をするために設立されました。
　代表の鄭氏は、韓国の釜山（プサン）生まれで高校卒業
後日本、オーストラリア、中国で8年間留学した後、韓国
へ戻り水産物専門商社の日本担当者として水産物の輸入業
務を手掛けていました。その後、東京の商社に転職し、逆
に日本側担当者として水産物を韓国に輸出する業務を担当
していました。
　その業務の中で取引先として知り合った北海道の水産会
社の社長の勧めで、北海道で水産物の輸出業社として起業
を決意され現在に至ります。
　同社の業務内容の特徴は、単なる水産物の輸出ではなく
日本産水産物の中でも韓国と中国等で最も需要と評判が高
い北海道産水産物を最短の時間で直接韓国・中国へ輸出し
ていることです。活魚トラックを使用することにより天然
の品質を損なうことなく現地に届けており、現地の取引業
者からも鮮度の良い商品を輸出することにより高い評価を
いただいているとのことです。
　今後、同社の事業展開としては、第一に鮮度を保つが故
に物流コストが掛かっており、輸出する際の交通ルートの
問題や今までとは違う運搬方法の問題など、コストを掛け

代表取締役　鄭　秀英
〒 003-0005　
札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号
札幌市産業振興センター３階
電話：070-5603-0676
FAX：011-351-1687

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介 31
株式会社トヨウン ないで北海道産水産物を安く現地の消費者に届けることを

目指します。
　次に、今までは北海道産水産物を中心として輸出してい
ましたが、近年の食材の安全・安心に対する意識の高まり
から、北海道ブランドに対する海外の評価が高いこともあ
り、現在、道産農産物等の海外輸出も視野に入れて準備を
進めています｡今後、北海道ブランドの食材をより多く海
外の方に認知していただけるよう食材の発掘、物流コスト
の削減に努めていきたいとのことです。
　鄭氏から最後に次のようなメッセージで締めくくってい
ただきました。「スタートアップ･プロジェクトルームに
入居して半年が経過しました。この半年間で同じ北海道産
の食材にこだわったビジネスを展開されている他の入居企
業さんと情報交換することで、取引先の開拓など、ビジネ
スの幅が広がりました。今後とも外国人の目線だからわか
る、素晴らしい北海道の魅力・食材を世界の皆様に伝えた
いと思いますので応援をよろしくお願いいたします。」

スタートアップ・プロジェクト
ルームとは？

札幌市産業振興センターの3Fに設置しているインキュベーション（起業支援）施設です。新たな技術やビ
ジネスモデルを持つ意欲あふれる個人や中小企業を対象に低廉な費用で部屋を提供するとともに、さまざま
な支援策により企業の成長をバックアップします。入居企業は年に4回募集しています。詳しくは産業振興
センターへお問い合わせください。（8ページ参照）

北海道の全てをもっと世界の皆様に

． 

製薬会社などへ創薬支援事業を中心に提
供するバイオベンチャー
　株式会社エヌビィー健康研究所は、製薬会社が創薬
する段階で必要な原料を研究開発し、提供している企
業です。本州の製薬会社など20数社あまりから気道炎
症や循環器疾患、睡眠障害などの治療薬に関する研究
を請け負い、また、自社で発見した新薬補助物質の研
究などにも取り組んでいます。

COPDなど最近の疾患に関する医薬品の
試作支援を展開
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は国内での潜在患者
は530万人いるといわれており、世界的にも関心が高
まっている疾患の一つで治療薬のニーズが高まってい
ます。その治療薬を開発する前の研究段階の支援を大
手製薬会社などへ向けて行っています。札幌市の補助
金を受け「オープンイノベーション」と呼ばれる、今
まで一社では難しかっ
た技術や要素を異分野
や他企業との共同での
開発を積極的に行って
います。将来は世界の
製薬会社などのオープ
ンイノベーションを取
り入れて行きたいとの
ことです。

がんばれ !! 札幌の企業がんばれ !! 札幌の企業
第12回 株式会社エヌビィー健康研究所

代表取締役　高山　喜好
住所：札幌市北区北 21 条西 12 丁目 2
　　　北大ビジネススプリング 110 号
TEL：011-708-7156（代表）

取材に応じて頂いた高山社長

北大ビジネススプリングに近接した試薬などの研究室

札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課
TEL 011-211-2982
E-mail　kodomo.jisedai@city.sapporo.jp
HP　http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb/hoiku.html
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コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料

育成シリーズⅠ　社会人の基本姿勢！
新入社員１日研修

ビジネスマナーの基本から、電話応対や来客応対など様々なシーンに
ついて学ぶことで実践的にマナーを習得できます。  4月11日（木） 9:30～15:30 36名 4,000円

育成シリーズⅡ　
職場を強くするリーダーの実践テクニック

職場の中でリーダーが身につけたい条件とは何か、一連を体系
的に学びリーダーの実践テクニックを紹介します。 4月25日（木）  9:30～15:30 36名 4,000円

コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料

第1回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー
（土曜コース） 起業のあいうえお（経営者としての準備）  5月11日（土） 9:30～12:00  20名  2,000円

第2回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー
（土曜コース） 開業時の売上＆顧客獲得手法（セールスプロモーション）  5月18日（土） 9:30～12:00  20名  2,000円

ワンランクアップの報連相！
職場を活性化させる！コミュニケーション術

「傾聴」「報連相」「チームコミュニケーション」に着目。職場を活
性化するスキルを身につけて頂きます。  5月22日（水） 9:30～16:30  36名  5,000円

意識・発想・行動を変える！
営業の基本＆顧客心理を理解する１日講座！

 「顧客心理」を基に営業パーソンに求められるスキルを演習に交えて「明
日から使える」を目指します。  5月23日（木） 9:30～16:30  36名  5,000円

第3回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー
（土曜コース） 役に立つ創業の資金調達（創業資金・融資・助成金活用）  5月25日（土） 9:30～12:00  20名  2,000円

コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料

第4回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー
（土曜コース） 開業手続の実際と税金関係（個人事業主＆会社法人）  6月1日（土） 9:30～12:00  20名  2,000円

ビジネスを変える！
フェイスブック＆ツイッター実践（PC活用）

「いいね！」ボタンの仕組みからファンページ、コミュニティページ
の活用法迄。   6月6日（木） 13:30～16:30  20名  3,000円

第5回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー
（土曜コース） 事業計画書の作り方（事業の成功を左右するポイント）  6月8日（土） 9:30～12:00  20名  2,000円

会社を守る懲戒・退職実務と対策！
「タイプ別問題社員」への会社対応

問題社員に対応できる「規定整備」「就業規則」「誓約書の整備」や、タ
イプ別問題社員の対応を学びます。  6月12日（水） 13:30～16:30  36名  3,000円

企業会計シリーズ①徹底解明！
１日でわかる『簿記会計』

金銭支出を伴わない「減価償却費」の正体とは？簿記会計のポイント
を押さえ、仕組みを徹底解明。  6月13日（木） 9:30～16:30  36名  5,000円

人を育てる！キャリア・コーチング
メンバーを育てるコーチング手法とは？

指導する立場として「キャリアデザイン」の視点からのコーチング手
法が学べます。  6月18日（火） 9:30～16:30 36名  5,000円

自分価値を高めて自分革命！
人生を前向きに変える！パーソナルブランディング

「自分」というブランド力のある商品に変身するヒントが満載のセミ
ナーです。  6月25日（火） 9:30～16:30 36名  5,000円

2013年6月中小企業経営セミナー（4月11日午前9:00より受付）

2013年4月中小企業経営セミナー（受付中）

2013年5月中小企業経営セミナー（受付中）

データで見る！さっぽろ経済の動き

その他、統計情報について詳しくは、札幌市経済局ホームページ
「データで見る！さっぽろ経済の動き」をご覧ください。
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/jyouhou/data/index.html

データで見る ! 
さっぽろ経済の動き

札幌市産業振興センター
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1　地下鉄東西線　東札幌駅1番出口徒歩7分
電話 011-820-3122　FAX 011-820-3220　http://www.sapporosansin.jp

中小企業経営セミナー ホームページ（http://seminar.sapporosansin.jp）からもお申し込みできます。
産業振興センターの
中小企業経営セミナーを
ご利用ください。
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統計データの一部から最近の札幌経済の動きをご紹介します
　最近の札幌経済は、雇用情勢や観光客数で持ち直しの動きが続いているほか、住宅着工も持ち直しています。個人消費は概ね横ばい
傾向となっているものの、全体としては、緩やかな持ち直しの動きが見られます。

【お申し込み先】
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【新設住宅着工戸数の推移（札幌市）】【求人数・有効求人倍率（札幌圏）】
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