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「さっぽろスイーツ2015」決定 !!
生洋菓子部門『さっぽろお米なスイーツ』
焼菓子部門  『さっぽろキナコ焼きショコラ』 

3月9日（月）、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2015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57
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2015」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2015」として一斉販売されます。

発行：札幌市経済局産業振興部経済企画課　〒060-8611･札幌市中央区北1条西2丁目　電話･011-211-2352･/･FAX･011-218-5130
http://www.city.sapporo.jp/keizai/e-info/　※「経済情報さっぽろ」の誌面を掲載。過去の誌面もご覧いただけます。

道産米おぼろづきのお米の食感を
残したムースフロマージュの中に、
ルバーブと苺のコンポートが入っ
た作品。道産米と果物の組み合わ
せによるフルーツリゾットを思わ
せる新感覚スイーツです。

「洋菓子工房　べんべや」
近藤　宏 氏の作品

札幌の星空や夜景をイメージした
焼き菓子。最中の皮の中に、道産
きな粉を使用したホワイトチョコ
の生地、大豆のパフが入った、サ
クッとした食感の焼きチョコ菓子
です。

「パティスリーフレール」
古田　義和 氏の作品

生洋菓子部門グランプリ

『さっぽろお米なスイーツ』 焼菓子部門グランプリ

『さっぽろキナコ焼きショコラ』
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平成27年度  札幌市中小企業融資制度の概要

●一般中小企業振興資金（マル札資金）　（平成27年4月1日現在）

資金名 融資対象 資金使途 融資
限度額 融資期間 融資利率 担保 保証

人
信用保証

協会の保証

産業
振興資金 中小企業者等

運転資金

設備資金

2億円
12年以内

運転資金のみの場合
は 7年以内

年2.0％以内
必
要
に
応
じ
て
要 法

人
は
必
要
に
応
じ
て
要
、
個
人
は
不
要

必
要
に
応
じ
て
要

短期
サポート
特別枠

1 年以内の短期運転資金を必要と
する中小企業者等 5,000万円 1年以内 年1.7％以内

札幌
みらい資金

「食」「観光」「環境」「健康・福祉」
に関連する中小企業者等 2億円

15年以内
運転資金のみの場合

は 7年以内
年1.5％以内

小規模
事業資金

小規模事業者等
※ 資本金等が 1,000 万円以下又

は常時使用従業員数 20 人 ( 商
業・サービス業は 5 人 ) 以下の
企業等

1,500万円 7年以内 年1.0％以内

原
則
と
し
て
無
担
保小口資金

信用保証協会の「小口零細企業
保証制度」を利用する小規模企
業者

1,250万円 10年以内 年1.3％以内 保証付

景気対策
支援資金

信用保証協会の「セーフティネッ
ト保証制度」を利用する中小企
業者等

5,000万円 10年以内

5年以内：
年1.3％以内
10年以内：
年1.5％以内

必
要
に
応
じ
て
要

保証付
（札幌市が信用
保証料の1/4を
補給します。）

経営力強化
支援資金

信用保証協会の「経営力強化保
証制度」を利用する中小企業者
等

１億円
7年以内

運転資金のみの場合
は5年以内

年1.3％以内

保証付
（札幌市が信用
保証料の1/2を
補給します。）

●特別資金　（平成27年4月1日現在）

資金名 融資対象 資金使途 融資
限度額 融資期間 融資利率 担　保 保証人 信用保証

協会の保証

創業・雇用
創出支援資金

市内で創業する者、創業後5年未満
の者、又は新たに常用従業員を雇用
した中小企業者等

運転資金

設備資金

5,000万円 10年以内

年1.1％
以内

必
要
に
応
じ
て
要

法
人
は
必
要
に
応
じ
て
要
、
個
人
は
不
要

必
要
に
応
じ
て
要 

事業革新
支援資金

新規性を有する事業、商店街の活性
化に資する事業、新分野への進出等
に取り組む中小企業者等

２億円
15年以内

運転資金のみの場合
は7年以内

大型設備
投資支援資金

5,000万円以上の設備投資を行う中
小企業者等 設備資金 ５億円

15年以内
流通団地及び

工業団地内の場合は
20年以内

●受付機関
北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四銀行、札幌信用金庫、室蘭
信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北空知信用金庫、日高信用金庫、小樽信用金庫、北海信用
金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、北星信用金庫、遠軽信用金庫、北央信用組合、札幌中央信用組合、
空知商工信用組合、ウリ信用組合、商工組合中央金庫
いずれも札幌市内の各店舗･
ただし、「創業・雇用創出支援資金」については下記の札幌中小企業支援センターで受付

●融資に関するご相談
札幌中小企業支援センター［（一財）さっぽろ産業振興財団］
〒060-0001　札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話：011-200-5511　FAX：011-200-4477
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新分野進出や技術開発などに対する札幌市の支援（補助）制度をご活用ください

新分野進出や新技術開発などをお考えの方へ

札幌型ものづくり開発推進事業

産業振興ビジョンの重点分野として掲げる、「食」、「健康・福祉」分野と札幌
市産業全体の底上げが期待される「ものづくり（製造、バイオ、IT）」分野を
対象に、市内中小企業等が行う新製品・新技術開発（既製品の改良を含む）の
取組みに対して補助。

（募集期間：5月13日〜6月10日）

①

6次産業活性化推進事業
道内の1次生産者と市内2次、3次産業者の連携による新商品開発等に対す
る補助。6次産業化の推進により道内の農水畜産資源の高付加価値化を高め、
関連産業の振興を図ります。

（募集期間：1次締切 4月30日、2次締切 8月10日、3次締切 11月27日）

①

コンテンツ活用促進事業費補助金

市内のクリエイター等が産み出すコンテンツ（デザイン・映像・音楽・キャ
ラクター等）を活用し、経営の活性化（新たな商品やサービス等の開発、既
存商品の高付加価値化、販路拡大等）を目指す道内の中小企業を対象とした
補助。

（募集期間：5月29日〜8月3日）

②

市内での設備投資（移転・増設など）をお考えの方へ

札幌圏設備投資促進補助金
試験 ･ 研究施設、工場、物流施設、データセンターなどの設備投資（新築、
建て替え、増築、移転）に対する補助。

（随時受付、要事前相談）
③

フード特区関連大型設備投資利子助成金 食の生産拡大と高付加価値化に資する設備投資を行う食品関連産業の中小企
業者に対し、融資に係る利子の一部を補助。 ④

GMP・HACCP等の認証取得をお考えの方へ

食・バイオ品質管理認証取得補助金
市内に本社または工場を有する食・バイオ関連企業を対象に、健康食品
GMP、HACCP、ISO22000等の認証取得を目指す取組に対して補助。

（募集期間：4月30日〜6月16日）　
①

映像制作に関わる取組をお考えの方へ

札幌市映像制作助成金
市内の映像事業者を対象とし、市内で支出される映像制作に係る経費の一部
を助成。

（募集期間：4月から開始。審査委員会は年4回開催予定）
②

海外プロモーション映像活用事業助成金
海外に向け、映像を活用して自社商品の販路拡大等を実践する市内企業の取
組みに係る経費の一部を助成。

（募集期間：4月から開始。審査委員会は年3回開催予定）
②

人材育成への取組を支援します

ものづくり産業人材育成支援事業補助金
市内中小企業等が行う、人材の育成及び技術の向上に向けた取組に対して、
補助することにより計画的な人材育成を支援します。

（募集期間：4月13日〜9月30日）
①

経営課題を解決するための ITの導入をお考えの方へ

IT 利活用促進事業費補助金
市内に本社のある中小企業又は企業グループが、自社の経営課題を解決す
るため、IT を利活用する取組みに対する費用の一部を補助。

（募集期間：4月20日〜7月31日）
①

※　発行時点の予定となっています。詳細は決まり次第、ホームページなどでご案内します。

札幌市では、企業や団体等の皆様が取り組む新分野への進出、新技術開発や産学官連携の取組などを支援しています。
平成27年度に実施予定の支援内容について、概要をご紹介します。

①産業振興部ものづくり産業課･（011-211-2362）･ ②産業振興部コンテンツ産業担当課･（011-211-2379）
③産業振興部立地促進担当課･ （011-211-2352）･ ④産業振興部産業振興課･ （011-211-2372）

お問い合わせ　札幌市経済局　表中①から④の担当は次のとおりです。

企業や団体等の皆さまへ

お問い合わせ先は下記をご覧ください。

情 報 Ｂ Ｏ X
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 IT利活用促進事業費補助金の募集を開始しました！
　札幌市では、札幌市内に本社のある中小企業等を対象に、自社の経営課題の解決に向けた取り組みにおいて、IT を利活用するために必要な費
用の一部を補助する「IT 利活用促進事業」を実施いたします。

平成27年度　公募要項概要（詳細については、ホームページをご参照願います）
〇対象者	 札幌市内に本社のある中小企業及び企業グループ　※ IT 産業に属する企業を除く。
〇補助対象事業	 対象者が、自社の経営課題を解決するために、IT を利活用する取り組み
〇補助額及び補助率	 上限200万円、補助対象経費の1/2以内　予算の範囲内（1,000万円）にて実施
〇補助対象経費	 対象者が市内中小 IT 事業者と契約して行なう IT の利活用に関する経費
〇補助対象期間	 平成27年9月11日（金）～平成28年3月11日（金）まで
〇公募期間	 平成27年4月20日（月）～平成27年	7月31日（金）まで
〇公募説明会	 日時　平成27年5月26日（火）13：30～16：30
	 会場　北海道経済センタービル　8階 Aホール
	 定員　100名（参加無料）
〇過去の採択事例
		【平成25年度　採択件数：５件】

･企業名（五十音順） 補助対象事業の名称
株式会社アイチフーズ 顧客情報管理・請求システムの新規導入プロジェクト
株式会社アマネセル 検査報告書バーチャル化計画
シー・アイ・イー株式会社 ウェブハンディーによる入出庫管理クラウド対応事業
株式会社ジェネティックラボ 自動化病理組織診断プロセス実現のための IT 管理システムの構築
株式会社レブニーズ 販売管理システム第一フェーズ構築導入事業

		【平成26年度　採択件数：７件】
･企業名（五十音順） 補助対象事業の名称

アートリペア株式会社（ほか1社） クラウドとタブレットを活用した業務管理システム構築事業
イーライン株式会社 販売管理・顧客システム・メール管理のデータベース化及び再構築事業
池田食品株式会社（ほか1社） 個人販売業務拡大を狙いとした販売管理システムの新規構築
札幌第一清掃株式会社 地図対応 / 車載でマニフェスト伝票発行クラウドシステム
札幌ワインマーケット株式会社 販売管理システム再構築事業
有限会社スターキッズ キャリアメール不達に対する顧客の不満を解消する、顧客用マイページのシステム構築
北海土木工業株式会社 クラウドを利用した工程管理

○お問合せ・申請先
　一財）さっぽろ産業振興財団　情報産業振興部　　電話：011-807-6000　FAX：011-807-6005　メール：it-pro@sec.or.jp
　URL：http://www.sec.or.jp/elecen/it-business.html

2015新規認証製品を紹介します

札幌を楽しむための器シリーズ

　ひとつひとつ丁寧に手描きした染付け磁器のシリーズ。うさぎをとおして描かれる風景は、ほのぼのとした温もりを感じさせます。
スープカレー、スイーツ、日本酒など、北海道・札幌の食生活によく合うアイテムが揃っています。

地酒たしなみセット	 5724～7776円
箸置きのミニ絵画	 1836～2592円
スープカレーの器	 5616～7344円
デザートのためのお皿	 9720円
シュークリームのためのお皿	 4752円

価格（写真左から）

　「札幌スタイル」とは、札幌市が認証している製品ブランドです。
　札幌ならではのコンセプトやデザイン、素材などから作ら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。
　今年度の製品募集は8月中旬〜9月中旬の予定。詳細は6月初旬から広報さっぽろ、市役所ＨＰ等にてお知らせしますので、
ご確認のうえご応募ください。
URL：http://www/city.sapporo.jp/keizai/sapporo-style/

平成27年度　札幌スタイル認証製品の募集について

黒羽陶工房

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

販売元

買える場所

JR タワー 6F
ステラダイニング

エスカレータ ●無印良品

展望台
エレベータ

■

札幌スタイル
ショップ

インフォ
メーション

至 

↓
タ
ス
エ

至 立体駐車場→

情 報 Ｂ Ｏ X
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 中小企業経営セミナー
●中小企業経営セミナー（2015年6月分、申込受付中）
ビジネススキルアップを目指す方を対象とした各種セミナー

コース 内容 実施日 時間 定員 受講料

ビジネス
スキルアップ
若手社員編

はじめに身に付けたい “売れる営業”の基本 6月3日（水） 9：30〜16：30 36名 5,000円

これくらいは身につけよう！
マネジメントの基礎と応用

6月24日（水） 9：30〜16：30 36名 5,000円

実務習得
セミナー

若手・中堅社員のための仕事管理力の向上と
「働き方」変革講座

6月9日（火） 9：30〜16：30 36名 5,000円

売り上げを伸ばす「店作り」と「ＰＯＰ」 6月10日（水） 9：30〜16：30 36名 5,000円

●創業希望者向けセミナー（申込受付中）
テーマ別の創業塾のほか、具体的な事業イメージをお持ちの方を対象とした連続講座

コース 内容 実施日 時間 定員 受講料

創業塾
起業に必要な手続き、許認可 6月3日（水） 18：30〜21：00 20名 2,000円

マーケティング戦略の基礎 6月10日（水） 18：30〜21：00 20名 2,000円

さっぽろ
起業道場
（全3日）

①創業の心構え、成功・失敗事例、創業形態、
②事業計画書の作成と売れる商品、③資金・
収支計画・資金繰り、税金の知識、④創業
時のＩＴインフラ整備、⑤先輩起業家 「成功
への軌跡」、⑥事業計画の発表、アドバイス

6月13日（土）
6月20日（土）
7月4日（土）

9：30〜15：30
16名
程度

10,000円

ソーシャル
ビジネス
起業塾

介護や子育て支援など社会の課題を解決する
ソーシャルビジネスの基礎、コンセプト・ビジ
ネスモデルづくり

7月9日（木）
7月16日（木）
7月23日（木）

18：30〜21：00
20名
程度

6,000円

●お申し込み・お問い合わせ先
　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　URL：https://seminar.sapporosansin.jp/

　札幌中小企業支援センター※１では、ソーシャルビジネス※２での創業や経営課題解決に向けた無料の相談窓口を
開設しており、経験豊富な相談員や中小企業診断士等の専門家が、相談に応じてアドバイス等を行っています。
　また、平成27年5月から平成28年2月にかけて、月に一度（原則として、最終月曜日、10：00～17：00）、
外部の専門家によるソーシャルビジネス経営向上力支援事業・窓口を開設していますので、ぜひご利用下さい。

※１　札幌中小企業支援センターとは、創業したい、新事業を立ち上げたい、新しい市場を開拓したい、利益を増やしたい、
経営の課題を解決したい等、企業の様々なご要望にお応えする札幌市の産業支援の拠点です。

※２　ソーシャルビジネスとは、介護、子育て、環境などの社会や地域の課題を、ボランティアで
はなく一定の収益を得ながら工夫をこらして解決しようとするものです。また、ソーシャル
ビジネス事業者は、「社会起業家」「社会的企業」などと言われ、その活躍が大きな期待を集め
ています。

一般財団法人さっぽろ産業振興財団札幌中小企業支援センター
〒060-0001　札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話：（011）200-5511　 FAX：（011）200-4477

 ソーシャルビジネス経営相談窓口 （札幌中小企業支援センターにて開設中）

情 報 Ｂ Ｏ X
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　さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会では、通年雇用を希望する季節労働者を対象とした就労支援事

業の一環として、さまざまな業種の企業様にご協力いただき、職場体験実習を行っています。

　季節労働者の中には、資格や技能を取得して通年雇用で働くことを目指す方がいます。

　そのような方に実際の仕事場で体験実習を行い、新しい職種や職場環境の変化に対する不安感を解消しても

らい、積極的な求職活動に取り組んでいただくことを目的に行うものです。

　求人採用の手段としてご活用いただくことも可能ですので、実習の受入れにご協力をお願い申し上げます。

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会からのお願い

★実施日数　　1日5～8時間程度で、1日から7日間程度
★実習内容　　受入事業所が営む業務の体験（企業概要説明、補助作業または模擬作業など）
★保険加入　　実習対象者は傷害・賠償責任保険に加入して参加いたします
★協力謝金　　実習終了後、実習人数と日数に応じて協力謝金をお支払いします

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
業務時間：平日8：45～17：15　フリーダイヤル　0120-916-881	　担当：小川
〒060-0001　札幌市中央区北1条西8丁目2番地39　大通ビル5階
電話：011-211-1823　FAX：011-211-1822　URL：http://sapporo-kisetsu.jp

お問い合わせ・連絡先

概　要

　札幌市は、10月15日（木）に、道内卸売企業と北海道・東北メーカーの事前マッチング式商談会「第7回北海道・

東北キラリ品☆卸隊商談会」を開催いたします。

　本商談会は、北海道・東北メーカーの優れた商品や技術を、道内卸売企業の流通機能や販売機能を活用して

道内外に広く発信・販売することを目的としております。

　北海道内の卸売企業が食品・雑貨・資材・機械など様々な分野の商品・技術の仕入を希望しておりますので、

該当する商品・技術をお持ちのメーカー様はぜひご参加ください。

日　　時　2015年10月15日（木）11：00～19：00
会　　場　札幌コンベンションセンター　中ホール、204会議室（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
参加費用　3,000円（札幌卸商連盟会員企業は無料）
申込期間　2015年6月中旬～7月中旬を予定
申込方法　詳細につきましては6月中旬に下記札幌市のホームページで公開予定
U  R  L　http://www.city.sapporo.jp/keizai/kirari/

【お問い合わせ先】　札幌市経済局　国際経済戦略室　海外戦略推進課　電話：011-211-2481

「第7回北海道・東北キラリ品☆卸隊商談会」
参加売手企業（北海道・東北メーカー）募集

職場体験実習の受入れにご協力ください！

情 報 Ｂ Ｏ X
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「被災企業として
福島市から札幌市へ」

〜お客様の収益向上にコミットするWEB制作会社〜

　2011年3月11日東日本大震災が起き、そして福島第一原発事
故が起きました。弊社のある福島市は最大毎時24マイクロシー
ベルトまで放射線線量が上がりやむなく避難を検討しました。
当初はオフィスのある福島市へ通える範囲内で避難先を探して
いたのですが、津波被害や強制避難区域のあった自治体が大規
模に物件を押さえてしまっていて中々物件が見つからず途方に
暮れていた頃、札幌市の旧 ICC（インタークロス・クリエイティ
ブ・センター）が避難企業を半年間賃料無料で募集していたの
を知り、さらに北海道が住居も仮設住宅扱いで無料でしばらく
の間提供してくださることもあって、藁をもすがる思いで札幌
市へ避難してきました。そして避難してから半年後、避難では
なく移住と決めました。
　会社を設立してから6年目に被災したのですが、被災する
までの直近3年間の弊社の売り上げは右肩上がりでした。弊
社は WEB で収益を上げたい企業・個人の WEB サイト制作も
含めたサポートサービス業ですので、弊社自体の営業も WEB
で成果をあげられないと WEB 制作会社とは言えないという
のをモットーとしてやってきました。ですので新規の飛び込
み営業などは一切行ったことがありません。ほぼ全て WEB
から受注をいただいておりました。その実績が認められ私個
人は、福島県生活衛生営業指導センター再生特別支援事業専
門家、福島県商工会連合会経営革新支援アドバイザーとして、
福島県の企業等へ数々の WEB コンサルティングも行っており
ました。そして被災です。
　被災直後は悲惨な状況でした。弊社の取引先の半分は福島県
の企業、もう半分は首都圏の企業でしたが、福島県の企業から

の受注はほぼゼロ、首都圏からの受注も自粛ムードに合わせて
激減。売り上げが半分以下になりました。
　そして札幌市です。札幌市へ来てからは弊社のWEB 営業スキ
ルを活かし、ほぼゼロスタートという気持ちで邁進し移住後3期
目でなんとか震災以前の売り上げに戻しました。
　今後は受注としていただくお仕事だけではなく、こちらへ来て
から知り合った、被災者支援の皆さん、被災で北海道へ避難され
た皆さん、そしてクリエイターの皆さん、生産者の皆さんで手を
つなぎながら収益を上げるWEB プロジェクトも進める予定でお
ります。そのプロジェクトで新 ICC（インタークロス・クリエイ
ティブ・センター）の方へ今年の2月より入居させていただきま
した。
　札幌市へ来てからは沢山の温かいご支援をいただきました。
今度は弊社が何か皆様とご一緒にできることを、提案させてい
ただきながら進んでいきたいと思っています。

株式会社ギガデザイン
代表取締役　渡邉 恭一
■本社
〒064-0821
札幌市中央区北1条西21丁目3番32号		MDビル3F
■ ICC LAB
〒003-0005
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1			ICC2F-G
TEL：011-887-0617　FAX：011-876-8638
MAIL：info@gigadesign.jp
URL：http://gigadesign.jp

インタークロス・

クリエイティブ・

センター
入居企業紹介

 ④ ICC

がんばれ!! 札幌の企業
第25回 鱗幸食品株式会社

代表取締役 平野 雅浩
札幌市西区八軒1条東5丁目2番16号
電話：011-611-6224　FAX：011-644-5180
HP ：http://www.rinkou.com/

　札幌市西区八軒の鱗幸食品株式会社
は昭和56年創業。ホテルや旅館向け
に魚介類のすり身を原料とした惣菜食
品の製造と販売を行う会社として始ま
りました。２代目の平野雅浩社長の代
になって自社ブランドによる商品開発
を開始。空港やデパートの物産展、イ
ンターネットオンラインショップなど

で自社商品を販売しています。なかでもカニやホタテなど北海
道の特産品を、道産牛乳が原料のクリームソースであえた「ふ
わとろシュウマイ」は、独自の食感が好評で全国メディアに取
り上げられるヒット商品となりました。この知る人ぞ知る札幌
の逸品が今まさにアジアに広まろうとしています。
　きっかけは平成25年8月に開かれたアジア最大の食品見本
市「香港フードエキスポ」への出展。札幌商工会議所の呼びか
けに応えて、ジェトロ（日本貿易振興機構）が構えたパビリオ
ンの中にブース出展すると「ふわとろシュウマイ」が香港の食
品流通会社の目にとまりました。平成25年11月にサンプルと
して3000個を初めて輸出した後、平成26年度には、札幌市
輸出仕様食品製造支援事業補助金の採択を受け、香港向けに大
きさを変えたり、価格を見直すなどの調整を重ね、現在では万

単位の輸出に拡大しています。
　また、平成26年11月には我が国最大級の食品商談会「沖縄
大交易会」に参加し、タイと中国の会社と商談を継続中。本年
1月にはアメリカ西海岸最大の食品見本市「ウィンター・ファ
ンシー・フードショー」にも参加し、アジア圏のみならず北米
への販路も見据えています。積極的な海外展開について平野社
長は次のように語ります。
　「少子高齢化が進んでいる日本では国内マーケットが縮小し
ていきます。そうであっても会社は永続的に続いていかなけれ
ばなりませんから、海外にマーケットがあるのであれば、そこ
に目を向けるのは必要なことだと思います。小さな会社ですか
ら札幌市やジェトロの支援を活用することで海外展開のきっか
けづくりができました。これまでの経験から言えば、日本であ
れ海外であれ、やはり基本は仕事のパートナーづくり、人と人

の信頼関係を築くことが大
切ということです」
　本年5月には香港のパー
トナーの招きで同地の展示
会に出品する予定。鱗幸食
品の海外展開はさらに広が
りそうです。
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さっぽろプレミアム商品券の参加店舗を募集します
　さっぽろプレミアム商品券発行事業実行委員会では、消費喚起による地域経済活性化のため、平成27年8月より「さっぽろプレミアム
商品券」を発行いたします。
　今後、本事業の参加店舗（商品券が使えるお店）を募集いたしますので、皆さま奮ってご参加ください。なお、参加にあたっては、実
行委員会への登録が必要です。具体的な申請方法は、決定次第 HP（http://www.city.sapporo.jp/keizai/shotengai/shohinken/shohinken.
html）などでお知らせいたします。

　札幌市民等を対象に、11,000円分のお買物ができる商品券（1,100円×10枚綴り）を10,000円で販売いたします（プレミアム率10％）。
なお、プレミアム分は実行委員会が負担いたします。
	 （１）発行総額	 88億円	 （３）販売期間　平成27年8月20日（予定）から売り切れまで
	 （２）発行枚数（冊数）	 800万枚（80万冊）	 （４）使用期間　平成27年8月20日（予定）から平成28年1月31日まで

本事業の概要について

	 （１）参加店舗の要件
札幌市内に立地する店舗のうち、以下①②③のいずれかの要件を満たす店舗は、本事業の参加店舗としてご申請いただけます。
①　北海道内に本社・本店を有する法人が営む店舗　
②　北海道内に居住する個人事業主が営む店舗
③　本事業に参画する市内商店街に加盟している店舗

	 （２）対象となる業種
本事業の対象となるのは、上記（１）のうち、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業など、一般消費者
が利用可能な商品またはサービスを提供している店舗です。ただし、ギャンブル、性風俗、金券ショップなど一部の業種は除きます。

	 （３）登録申請について
5月下旬から受付を開始する予定です。具体的な申請方法については、決定次第HPなどでお知らせいたします。なお、登録は無
料です。

	 （４）使用済商品券の換金の方法
具体的な換金申請の方法については、決定次第HPなどでお知らせいたしますが、参加店舗ごとに換金申請（毎月２回締め）を受付
け、4週間以内に実行委員会より指定口座への振込にてお支払いする予定です。換金手数料はかかりませんが、振込手数料の一部
を参加店舗にご負担いただく場合があります。

＜お問い合わせ先＞　
さっぽろプレミアム商品券発行事業実行委員会（※）事務局
札幌市中央区北１条西２丁目経済センタービル２階　札幌市経済局産業振興部産業振興課内
電話：011-211-2372　　FAX：011-211-2366　　URL：http://www.city.sapporo.jp/keizai/shotengai/shohinken/shohinken.html　
※実行委員会は、札幌市、札幌商工会議所、札幌市商店街振興組合連合会で組織されています。

参加店舗について

データで見る！さっぽろ経済の動き
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、緩やかな持ち直し基調にあるものの、一部に弱い動きがみられます。

大型小売店販売額の推移（札幌市）
平成27年2月の大型小売店販売額（札幌市）は386億円で、8カ
月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋3.3％）

求人数・有効求人倍率の推移（札幌圏）
平成27年3月の有効求人倍率（札幌圏）は、0.89となり、61カ
月連続で前年同月を上回りました（前年同月比＋0.11）

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
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