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CONTENTS「さっぽろの未来を“明るく”するために
プロジェクト 2012」始動！

　7 月 1 日（日）に、この夏節電を進めるために立ち上げた「さっ
ぽろの未来を“明るく”するためにプロジェクト 2012」のキッ
クオフイベントを、花フェスタ 2012 の大通公園６丁目会場で
開催しました。上田札幌市長のほか、札幌商工会議所の布施副
会頭、札幌交響楽団コンサートマスターである大平まゆみさん
がそれぞれ節電宣言を行った後、大平さんによるヴァイオリン
演奏や著名人からの節電を呼び掛けるメッセージを披露。
　2 日（月）には、市民や企業に広く節電を呼び掛けるため、
札幌商工会議所高向会頭と上田市長が、札幌駅前通地下歩行空
間などで、節電啓発グッズを配布する街頭啓発を行いました。

（関連記事：２ページ）

▲７月１日のキックオフイベント。（左から札幌商工会議所 布施副会頭、上田市長、
　札幌交響楽団 大平さん、札幌商工会議所 環境・エネルギー委員会 田井委員長） ▲７月２日の街頭啓発。（左から札幌商工会議所 田井委員長、高向会頭、上田市長）

「さっぽろの未来を“明るく”するためにプロジェクト2012」始動！

「すぐできる 夏の節電ガイド」「節電ステッカー」について

札幌圏みらいづくり産業立地促進補助金

札幌スタイル認証製品の紹介 

北京駐在員レポート

情報BOX

がんばれ!!札幌の企業

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介27

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 〜 6

7

7

8

8



2 2012 年 8 月号 ｜ 経済情報さっぽろ

「すぐできる 夏の節電ガイド」を作成しました！

さっぽろエコメンバーのみなさまに「節電ステッカー」をお配りしています！

「 札 幌 圏 み ら い づ く り 産 業 立 地 促 進 補 助 金 」

　札幌市では、この夏すぐにでも実践できるオフィスの節電手法を紹介した「夏の節電ガイド」を作成しました。皆さまの節電の
取組にぜひともご活用ください。

　環境に配慮した事業所として「さっぽろエコメンバー登録制度」にご登録いただいているみなさまに、「節電ステッカー」をお
配りしています。
　また、8月末までに新たにさっぽろエコメンバーにご登録いただいたみなさまにも、通常のさっぽろエコメンバーステッカーに
加えて「節電ステッカー」を差し上げております。
　この機会にぜひさっぽろエコメンバーへのご登録をお待ちしております。

　札幌市では、健康・医療・バイオ分野や環境エネルギー分野など、日本の未来を担う先端技術産業の「札幌圏」への
集積を図るため、新たな補助制度を設けました。

「さっぽろエコメンバー登録制度」ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ecomember/

【夏の節電ガイド及びさっぽろエコメンバーに関するお問い合わせ先】
〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市環境局環境共生推進担当課（12階）
TEL　011-211-2879　　FAX　011-218-5108

【お問い合わせ先】札幌市経済局経済企画課　TEL011-211-2352

対象となる立地
健康・医療・バイオ分野（医薬品、医療器具、機能性食品等）、
環境エネルギー分野（太陽光発電、風力発電、２次電池等）など、
先端技術分野の研究開発施設・生産施設・教育施設の立地

対象地域 札幌市 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、小樽市、当別町

補助要件

・新設、増設又は市内移転
・１年以上の操業実績
・立地にあたり取得する家屋及び
　償却資産の評価額が5,000万円以上
・工場は、工場適地への立地

・新設又は増設
・１年以上の操業実績
・立地にあたり取得する家屋及び償却資産の評価額が３億円以上
・立地先自治体の立地助成制度の適用

補助金額 上記資産の評価額の 20％
上記資産の評価額の 10％
※　立地先自治体の設備投資（土地除く）に係る助成見込額まで

補助限度額 10 億円 ５億円

札幌市への立地の場合、北海道の助成併用可（条件あり）
近隣地域への立地の場合、北海道及び立地先自治体の助成併用可（条件あり）さらに

・気温に応じた換気量の調整
・冷凍機の冷水温度の見直し
・空調機の省エネ型ファンベルト導入
・高効率照明の導入
・自動販売機の稼働時間見直し

・市のホームページで積極的に広報します
・ロゴマークを名刺・各種印刷物などに活用できます
・金融機関での優遇融資が受けられます

ガイドに掲載している主な節電手法

エコメンバーに登録されると

ホームページ　http://www.city.sapporo.jp/kankyo/management/ems_jigyosha/setsuden-guide.html

※市役所12階環境共生推進担当課で配布しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

NEW
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札幌スタイル認証製品を紹介します。
３Ｄ　ＡＲＴ　北海道の動物

北海道に生息する動物をモチーフにしたポップアップ
カード。　
エゾリス、エゾモモンガ、アカゲラの全３種類です。

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。
詳細は札幌スタイル公式ホームページをご覧ください。http://www.sapporostyle.jp/

株式会社ドーレン

各 460 円

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

価格

買える場所

「札幌スタイル」とは

『 旅行でも中国は“世界のマーケット”』
　6月15日（金）から17日（日）まで、「2012年北京国際旅行
博覧会」【＊1】が北京国際会議センターで開催され、北海道経
済交流室（北海道上海事務所）の協力の下、札幌市も出展しまし
た。今回はこの博覧会を通して、中国における北海道の観光プロ
モーションの現状と課題についてレポートしたいと思います。

北海道人気は北海道で想像する以上に凄い
　日本政府観光局（JNTO）が実施した中国の主要旅行社115社
を対象とした訪日旅行市場動向調査によりますと、販売に最も
力を入れたい地域が東京〜大阪の観光地を横断するゴールデン
ルート（87%）、次いで、北海道（71％）、沖縄（67％）の順と
なっており、北海道旅行は中国の旅行社の中でも主力商品となっ
ていることがわかります。多くの中国人にとって北海道の自
然、雪、温泉は憧れの的であり、「中国での北海道人気は北海道
で想像する以上に凄い」というのが当地での実感です【＊2】。
　今回、札幌市は、中国で知名度が圧倒的に高い「北海道」の
名前を全面に出して「北海道札幌ブース」という名称で海外
ゾーンに出展しました。
　多くの来場者は、「ああ、北海道（中国語で「ベイ・ハイ・
ダオ」と発音）だ！」と言って、北海道札幌ブースに駆け寄っ
て来ます。また、会場内には多数の旅行社がカウンターを設置
してその場で旅行が申し込めるようになっていますが、ある旅
行社のブースでは、「この場で旅行を申し込むと、米国は〇元
割引、カナダは〇元割引、北海道は〇元割引」というバナーを
掲示していました。

 

　つまり、中国人の旅行先として、北海道は、米国、カナダと
いった国レベルと同等に扱われているということです。また、
ある旅行社は、「チャーター北海道直行便」と書いた大きな
ボードをブース内の最も目立つ所に掲示して商品を販売してい
ました。

北京駐在員レポート （2012年8月号）　

　このように、北海道は、旅行の分野では中国人にとって欧米
諸国に肩を並べるほどのブランド力を持っていると言っても言
い過ぎではありません。それ故に、「中国で北海道人気がどれ
ほど凄いかを北海道側は十分理解していない」、「北海道の知
名度をアドバンテージとして戦略的に活用していない」といっ
た厳しい意見が当地の旅行社から寄せられることもしばしばあ
ります。

中国での北海道プロモーションは点から線へ、線から面へ
　毎年、北海道から、多くの自治体、観光関係者が中国に来て
観光プロモーションを行っていますが、多くの場合、市町村単
位でプロモーションが行われています。しかし、中国人が北海
道を旅行する場合、同じ市町村に1泊以上滞在することは考えに
くく、周遊するのが一般的ですので、中国で観光プロモーショ
ンを行うのであれば、市町村単位で行うのではなく、周遊コー
スとなっている自治体が相互に連携する、あるいはオール北海
道で行うなど、「点」ではなく「線」、できれば「面」でプロ
モーションを行う方がより効果的です。中国で観光プロモー
ションを行う日本側は一度だけですが、当地旅行社の日本担当
者は、毎日のように開催される日本各地の観光プロモーション
に参加する訳ですから、そういった現地の事情も考慮する必要
があります。当室は、観光プロモーションに参加した当地旅行
社から率直な感想を聞く機会も多く（出張ベースではなかなか
旅行社の本音を聞くことはできません）、「北海道の市町村は
まとまって来てほしい」という声をよく耳にします。

ライバルは世界
　地域の観光振興を図る上で、各自治体が様々な事情を抱えて
いることは十分承知しております。しかし、日本側の事情を中
国側に理解してもらうことは現実的ではなく、「日本側の事情
もわかるが、プロモーションに参加する中国側（消費者）の
ニーズとメリットも十分考慮してほしい。」というのが当地の
旅行社の本音です。今や、中国の旅行市場は世界が注目する巨
大マーケットです。国内、道内の他の地域がライバルではな
く、真のライバルは欧米、オーストラリア、アジア各国であ
り、“北海道のライバルは世界”という意識をもって、オール
北海道体制で国際競争を勝ち抜く観光戦略が必要です。
　当室は、札幌のみならず、北海道各地の観光プロモーションを
最大限サポートさせていただきますので、道内の自治体、観光関
係の皆様、是非、お気軽に札幌経済交流室をご利用ください。

＊1：2012年北京国際旅行博覧会
世界約80の国・地域及び中国国内の25省・自治区から900以上の団
体が出展。観光関係者及びバイヤーが約4万人、一般来場者が約10万
人。バイヤーと出展者との成約金額は35億元（約455億円）、対前
年比13％増。

＊2：来道中国人観光客
2010年度に来道した大陸からの中国人は13万5,500人（前年度比
127.6%）。台湾、韓国に次いで第3位。

札幌経済交流室　室長　角田　貴美
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　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ます。優秀者には補助金を交
付し、実際に事業を行っていただきます。

　
（１）サマースポーツ部門
札幌の夏季の冷涼な気候やプロスポーツの集客効果等を活かしたス
ポーツ分野のビジネスモデルが該当し、原則、４月～９月期に事業
を実施するもの。
（２）ウィンタースポーツ部門
スキー、スケート、カーリングなど札幌のウィンタースポーツの活
性化に寄与するビジネスモデルが該当し、原則、10月～３月期に事
業を実施するもの。

　
平成24年7月23日（月）～8月24日（金）まで

　
　本事業に応募できる事業者は、以下の要件をすべて満たす、企
業、団体、NPO（以下「企業等」と言う。）、又はコンソーシアム
とします。
（１）　応募者は、札幌市内に事業所を有する企業等であること。
（２）　コンソーシアムの場合は、札幌市内の企業等が代表者とな

れば、市外企業等が構成員に入っていても構わないもの
とします。

　小さなころからインターネットや携帯電話、スマートフォン
などのＩＴに慣れ親しんでいる若い世代から、ＩＴを活用した
アイデアを募集します。
　また、学生をサポート、製品化への支援をしていただける企業
も募集しています。詳細は下記お問い合わせ先までご連絡くださ
い。

　
斬新性・独自性を有するITを活用したアイデア
 （例）タブレット端末を活用した居酒屋注文端末 等

　
　　平成24年8月1日（水）0時～9月30日（日）24時（必着）

　応募時点及びプレゼン日時点で、北海道内の学生・生徒。年齢、
国籍は問わない。
　上記条件をすべて満たす2名以上のグループでの応募可能。

●開催日時
　平成24年8月31日（金）、9月1日（土）、2日（日）＜3日間＞

情報BOX情報BOX情報BOX
平成24年度札幌型スポーツ産業創出事業

さっぽろ学生ITアイデアコンテスト2012開催！

だい・どん・でん！さっぽろパフォーマンスカーニバル2012が開催されます！

　
　札幌市ホームページから応募申込書等をダウンロードの上、
ホームページ記載の宛先まで応募。

　
①1次審査（書類審査）
②2次審査(プレゼンテーション) 

　サマースポーツ部門、ウィンタースポーツ部門の優秀者につい
ては、補助金を交付の上、実際に事業を実施していただきます。
上限額200万円、補助率1/2（採択案件、各部門3件程度）

※平成24年度は、ウィンタースポーツ部門のみを実施。
　事業期間：平成24年10月1日～平成25年3月31日（原則6ヵ月以内）
　サマースポーツ部門の優秀者については、平成25年度予算が

確定次第、同年4月～9月期（原則6ヵ月以内）に実施していた
だきます。

　札幌市エレクトロニクスセンターホームページからエントリー
シートをダウンロードの上、ホームページ記載の宛先までメール
または郵送で応募。

　
①1次審査（書類審査）
②2次審査(公開プレゼンテーション) 

最優秀賞（1作品）には報奨金10万円、優秀賞(最大5作品)には報
奨金5万円。

　
　入賞アイデアを製品化したい市内ＩＴ企業等と提案者のマッチン
グを実施し、製品化に必要な経費の2分の1（上限100万円）を補助
します。

　今年で12回目を迎える「だい・どん・でん！」が今年も開催されます。大通地区の歩行者天国（さっぽろホコテン）を舞台にプロ・アマ合せて130組1,500名以上
のパフォーマーたちが磨きのかかったパフォーマンスを披露します。驚きと興奮の大道芸がまちなかを席巻する大人気のイベント「だい・どん・でん！」に、ぜひ
ご家族やご友人とお出かけください！！

昨年の様子

 

 

（財）さっぽろ産業振興財団 札幌市エレクトロニクスセンター  担当 岩田
　　〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1－10
　　TEL　011-807-6000　FAX　011-807-6005
　　ホームページ　http://www.sec.or.jp/elecen/it-contest.html

札幌市経済局産業振興部経済企画課　担当　岩間/坂井　
　　〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所15階
　　TEL 011-211-2352　 FAX 011-218-5130
      ホームページ http://www.city.sapporo.jp/keizai/sports.html

【お問い合わせ先】

【お問い合わせ先】

●実施体制
　主催　札幌大通まちづくり株式会社
　共催　財団法人札幌市青少年女性活動協会、北海道新聞社
　後援　札幌市、札幌商工会議所
　協力　街創造スタッフ（財団法人札幌市青少年女性活動協会）

前夜祭　8月31日（金）13時～20時（2会場）

開催場所  三吉神社、創成川公園狸二条広場

本　 祭　9月1日（土）、2日（日）13時～17時（両日共）

開催場所
さっぽろホコテン（駅前通・南1条通）、さっぽろ地下街オーロラ
スクエア、創成川公園狸二条広場　他

募集内容

募集内容

応募方法

応募方法

募集期間

募集期間

審査について

審査について

優秀者への補助事業の実施

対　　象

対　　象

製品化支援
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開 放 特 許 活 用 移 転 の 流 れ

平成24年9月12日（水）～ 9月17日（月・祝）

メイン会場：札幌プラザ2・5
 （旧札幌東宝プラザ 中央区南2条西5丁目 狸小路5丁目）
特別上映会場：シアターキノ
 （中央区南3条西6丁目　狸小路6丁目）
マーケット会場：イベントスペースＥＤｉＴ
 （中央区南2条西6丁目）

SAPPOROショートフェスト実行委員会/札幌市

第７回 札幌国際短編映画祭開催

ものづくり企業の新製品開発・新規事業創出を支援します
～開放特許を活用して新製品を作りませんか～

　今年も札幌の秋のお祭りの一つ、第7回札幌国際短
編映画祭(通称：SAPPOROショートフェスト2012)を
開催します！ 
　今年は世界93の国と地域から2,723本の作品が応募
されました。
　今年の見所は、初音ミク作品を劇場の大画面
で見ることができる「初音ミクCGMアワード」
や東日本大震災をテーマとした作品を上映する
「After3.11」、北海道の監督応援企画「QUATRO 
D CINEMA CONTEST AWARD」等、様々な特別
プログラムの上映を予定しております。
　通常の映画館では見ることができない、短くても
魅力いっぱいの短編映画をぜひ劇場でお楽しみくだ
さい！！

　札幌市内のものづくりに関わる中小企業は、国内外で高いシェ
アを占める製品や技術を持つ企業が存在する一方で、多くは受託
による製品製造、下請業務を主体としている現状にあります。経
営環境が厳しさを増す中、他社と差別化できる製品・サービスを
提供し、オンリーワン企業を目指すことが必要です。札幌市で
は、大企業や大学研究機関等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

【お問い合わせ先】 札幌市経済局ものづくり産業課　TEL　011-211-2362   HP http://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/kaihou-tokkyo/kaihou-tokkyo.html

【チケット・プログラムに関するお問い合わせ】
　札幌市コールセンター(8月1日から)
　TEL 011-222-4894（8:00～21:00）

【その他のお問い合わせ】
 　SAPPOROショートフェスト実行委員会事務局
　　TEL　011－817－8924　FAX　011－812－6550
　　E-mail  info@sapporoshortfest.jp
　　URL     http://sapporoshortfest.jp
　　住所：〒062-0901　札幌市豊平区豊平1条12丁目1番12号
　　　　　インタークロス・クリエイティブ・センター内
　　担当：本間、菅田

※上記チケットでは一部特別プログラムをみることができない
ためご注意ください

※一部無料上映プログラム、小学生以下無料プログラムがあり
ます。

※その他、特別プログラム専用チケット等、詳細は下記までお
問い合わせください。

※昨年より約1か月開催期が早くなりましたので、ご注意ください。今年
は「さっぽろオータムフェスト2012」（9月14日(金)～9月30日（日）予
定）と同時期開催となりますので、両イベントをお楽しみください！

■ 富士通㈱の方を講師に招き、開放特許を経営に活かすポイントの講演
■ 企業経営者による、開放特許を実際に新製品・新事業に活用した実例のご紹介
■ 知財コーディネーターによる、知的財産を経営に活かすポイント　など
　 ※詳細は下記をご覧ください。

■ 大企業等が持つ知的財産（シーズ）のご紹介と、中小企業等ニーズとのマッチングを
目的とした商談会を実施します。

 　＜開放特許提供予定企業＞富士通㈱、日産自動車㈱、その他の企業が参加予定です。
　 　会場：KKRホテル札幌　時間：13:00～17:00　※詳細はお問い合わせください。
　　　　   （札幌市中央区北4条西5丁目）

■ イベント開催後、大企業等の開放特許と市内中小企業のニーズを個別にマッチング。
■ 高付加価値製品の製品化に向けた取り組みを支援します。
■ 専門的知見を活かしライセンス契約に関する手続き、特許管理について支援します。

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。

技術移転交流
セミナー開催

（平成24年8月7日）

大企業等と中小企業
マッチングイベント開催
（平成24年9月5日）

技術交流・製品化へ

知財コーディネーター
によるフォロー

■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アや技術を
入手できます。

■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。
■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。
■大企業等と中小企業間、また道内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。

新製品開発や新事業創出のアイデアを探すチャンスです。
ぜひご参加ください。
日　時：平成24年8月7日（火）14：00～16：00
会　場：札幌コンベンションセンター・小ホール

（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
参加費：無料　※詳細は札幌市ホームページをご覧ください。

開放特許活用のメリット 技術移転交流セミナー

結びつけるマッチング事業を実施し、中小企業の新製品開発や新規
事業の創出を支援します。

開放特許とは？…

開催日程

チケット発売

開催場所

主　　催

1プログラム券 ３プログラム券

前売 1,000円 2,400円

当日 1,200円 3,000円

備考
3 回 の 回 数 券 チ
ケット切り離し無
効。

ローソンチケット（Lコード11707）、チケット
ぴあ（Pコード464-004）、e-plus、シアターキ
ノ、他市内プレイガイド等

新商品の
アイデアが欲しい…

この技術は
使えそうだ！

セミナーにご参加ください

マッチングイベントで大企業と商談

新製品開発・事業化へ！

知財コーディネーターがフォロー
してくれるから安心！
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若年求職者を正規雇用する中小企業等に20万円を支給します!!

企業にお勤めの方対象の講座を開催します。

障がいのある方を対象とした就職面接会を開催します

　札幌市では、雇用情勢が特に厳しい25歳～34歳の若年求職者を支援するため、これらの求職者を正規雇用する市内中小企業及
び個人事業主に助成金を支給します。

中国語圏観光客のおもてなしに必要な語学力やスキルを身につける講座を開催します。

　北海道労働局では、障がいのある方の雇用を促進するため全道各地にて就職面接会を開催しています。札幌市においては次のと
おり就職面接会を予定し、事業主の皆様に参加を呼びかけています。障がいのある方々の社会参加を進めていくことの重要性、必
要性をご理解いただき、更なるご協力をお願いいたします。

◎就職面接会
開 催 日：平成24年10月4日(木)　13:00～16:00
開 催 場 所：ロイトン札幌　札幌市中央区北1条西11丁目
主催・共催：ハローワーク、札幌市
※障がいのある方を雇用する事業主の方々に対する各種支援制度があり

ます。就職面接会及び各種支援制度の詳細については、最寄りのハロー
ワーク（公共職業安定所）へお問い合わせください。

項　　目 内　　　　　容

支給対象
市内在住の若年求職者（雇用開始日において25歳以上34歳以下）を「期間の定めの無い雇用」かつ「フルタイム」で雇用する
市内中小企業及び個人事業主

支給条件

・対象労働者の雇い入れのため、平成24年7月1日以降にハローワーク、札幌市就業サポートセンター、求人情報誌等を利用し
て、求人募集手続を開始し、「期間の定めの無い雇用」かつ「フルタイム」で雇用保険の一般被保険者として雇用すること

・市内に事業所等を有し、法人市民税（個人事業主：市民・道民税）の滞納がないこと
・市内で３年以上事業を継続し、「食、観光、環境、健康・福祉」分野のいずれかの事業を行っていること
・①２期連続の赤字でない、②債務超過の状況でない、①か②のどちらかに当てはまり、
   かつ「金融機関からの借り入れが年商の範囲内」であること
・対象労働者に係る国のトライアル雇用奨励金を受給していないこと
・労働関係法令を遵守していること　　
・役員が暴力団員でなく、かつ対象労働者を風営法第２条に規定する営業以外に従事させること

支  給  額 １人当たり20万円を支給する。（1事業主10人上限）

支給条件 雇い入れから30日経過した日の継続雇用を確認のうえ、助成金を支給する。

申請期間
平成24年7月2日（月）～平成25年2月28日（木）
※支給人数が200人に達した場合は、申請期間中でも締め切りとなります。

【お問い合わせ先】
　ハローワーク札幌　　TEL 011-562-0101
　ハローワーク札幌東　TEL 011-853-0101
　ハローワーク札幌北　TEL 011-743-8609　
　北海道労働局職業対策課　TEL 011-709-2311 （内線 3684）

【講座についてのお問い合わせ先】
　さっぽろ雇用創造協議会（札幌市経済局雇用推進部内）
　　TEL 011-211-2369
　　ホームページ http://www.sapporo-job.jp

【お問い合わせ先】　札幌市コールセンター  TEL 011-222-4894　   札幌市経済局雇用推進課  TEL 011-211-2278

詳細は、http://www.city.sapporo.jp/keizai/koyo/jigyo/index.html まで、もしくは、各区役所、ハローワーク、北海道労働
局雇用助成金さっぽろセンター等で配布の「札幌市企業向け若年層雇用安定助成金申請の手引」をご覧ください。

【お申込・お問い合わせ先】　財）さっぽろ産業振興財団　札幌中小企業支援センター  TEL 011-200-5511

観光プロデューサー養成講座
【開催日程】平成24年10月2日（火）～　全18日間
【対 象 者】観光関連業界に勤務する方
【申込期限】平成24年9月3日（月）必着
※本講座はテーマごとに開講予定です。1日の受講時間も18:30～20:30の
約2時間と短くお勤めの方も受講しやすい講座となっています。

アジア観光客向け売上げアップ講座
【開催日程】平成24年10月1日（月）～　全25日間
【対 象 者】レストランや小売店等の販売部門担当者
【申込期限】平成24年9月3日（月）必着
※本講座はテーマごとに開講予定です。1日の受講時間も18:30～20:30の
約2時間と短くお勤めの方も受講しやすい講座となっています。

食のおもてなし人材育成講座
【開催日程】平成24年10月2日（火）～　全7日間
【開催時間】15:00～17:00（最終日のみ18:00まで）
【対 象 者】ホテル・飲食店の調理担当者
【申込期限】平成24年9月3日（月）必着
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．

　Sapporo Lolita Clubは、平成24年4月に代表者の三橋　朝琴
氏とパートナーの太田ゆう子氏が立ち上げました。
　札幌発ロリータ・ファッションブランドの企画販売をプロ
デュースする事業です。（ロリータ：日本のストリートファッショ
ンで映画下妻物語に影響されたビクトリア朝のお姫様スタイル）
　両氏は現在も服飾・美容系専門学校に従事し多くのデザイナー
を社会に送り出しています。しかし、長引く不況と就職難で希望
の職に付けず、希望を失って路頭に迷う若者が年々増えているこ
とへの危機感から地場のファッション産業、製造業を活性化し雇
用促進につなげたいと起業の意思を固めたそうです。
　事業コンセプトは

①北海道発のロリータブランドを創造
ファッション製造業を活性化し若いクリエイターの発掘と雇
用を創出

②市内のファッション系学校と連携
技術や専門知識の裏付けを基にロリータファッションを商品
化

③ロリータのライフスタイルも含め、ブランド化・ストーリー化
さっぽろスイーツや北海道観光をミックス

　現在の事業内容としてはロリータ研究所を立ち上げ道内のロ
リータファンのコミュニティづくりを進めファッションショーや
メイキングサービスのイベントを企画しています。さらに生産体
制づくり、道内の若手クリエーターの発掘などブランド発信に向
け精力的に活動をしています。
　今後の事業展開としては北海道から全国、全世界に独自のロリ

ゲーム設計・製造のノウハウから
生まれた豊かなアイデアを自社製品に
　大手ゲームソフト制作会社のスタッフが中心となり、
創業された株式会社ディーディーエルでは、様々な電子
玩具やゲームの設計・製造の業務を行ってきました。そ
のアイデアとノウハウを生かし、携帯電話の液晶を再利
用できる組み込みキットや、様々な分野で普及している
非接触 IC カードの読み込み機器など、自社開発製品に
も力を入れており、高度な技術を「誰でも使いやすく便
利な」ものづくりへと裾野を広げています。

「誰でも使える」にこだわった
非接触ICカードリーダ「e-DISP/RW」
　非接触ICカードを利用し、店舗のポイントカードや
勤怠管理など、様々なシーンで利用できるカードリーダ
「e-DISP/RW」。この製品は、平成23年度ノーステッ
ク財団「重点分野開発推進事業」(札幌市補助事業)の採
択を受け開発された製品。液晶タッチパネルが装備さ
れ、操作が非常に簡単、PCの操作に慣れていない方で
も、苦にならずに日常の業務でスムーズに利用できるの
が特徴。チェーンのアパレル店などポイントシステムで
の採用が決まり、全国的な展開へと広げています。

代表者　三橋　朝琴
〒 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：090-8428-1568
メール：sapporo.lc@gmail.com

スタートアップ・プロジェクトルーム入居企業紹介 27
Sapporo Lolita Club −タファッションを紹介して行きたいと考えており、またスイー

ツなど北海道の食文化や景観を生かした観光分野も視野に入れ、
ロリータファッションを起爆剤に街の活性化を目指しています。
　同社の特徴として、ファッションという視点から若者の支援、
街づくりまでというアイデアは新鮮で起業テーマとしても新たな
視点で斬新なもので、今後の躍進が期待されるところです。
　三橋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あっという間
の３ヶ月でしたが、経営相談をはじめテーマを設定した勉強会や
入居者交流会等、私たちにとって新たなヒントや適切なアドバイ
スを得られる場として大変活用させてい
ただいています。
　ロリータはサブカルチャーなファッ
ションですが皆さんからのご理解をいた
だき若者が自由に自分を表現できる社会
を目指せるよう後押しをしていきたいと
考えています。
　初音ミクの生まれた札幌からロリータ
ブランドを発信し、国内外からたくさん
の人たちが集うファッション基地をここ
に作りたいと大志を抱いています」。

がんばれ !! 札幌の企業がんばれ !! 札幌の企業
第8回 高い技術力で満足を提供するものづくり

株式会社ディーディーエル

代表取締役　出村 考彦
住所：札幌市中央区北 5 条東 2 丁目 1
　　　AFT ビル 6F
TEL：011-206-8558（代表）

取材に応じて頂いた株式会社ディーディーエルの楠川取締役

非接触 IC カードリーダ「e-DISP/RW」シリーズ

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。

札幌ロリータクラブは若い人の社会参加を
応援します！　

イメージモデルの羽衣音さん
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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、個人消費に持ち直しの動きが見られるほか、雇用情勢や観光客数は回復傾向が続いております。全体としては、厳しい状況にある中で、
緩やかな持ち直しの動きが見られます。

コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料

H24年度第②期
『さっぽろ起業道場』（土曜午前午後コース・全４日間） 学んだ中で事業計画書を作成し、発表し合う事での切磋琢磨や情報交換も魅力です。

8月4日（土） 
18日（土） 
25日（土） 

9月8日（土） 

 9:30～12:00
13:00～15:30

15名
程度 12,000円

コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料
第8回 創業希望者・独立開業希望者支援セミナー（夜間コース） 資金調達（創業資金・各種助成金） 9月4日（火） 18:30～21:00 20名 2,000円
若手・中堅のための『チームシップ＆リーダー待望』講座　
望まれるリーダーシップ・スタイルとは！

意志決定ゲームも織り交ぜ、コミュニケーション、チームシップ、リーダー・スタイ
ルについて学びます。 9月5日（水） 9:30～16:30 36名 5,000円

第9回 創業希望者・独立開業希望者支援セミナー（夜間コース） 設立手続の実際と留意点（個人事業主＆会社法人） 9月6日（木） 18:30～21:00 20名 2,000円

タブレットPC（端末）活用・導入メリットはこれだ！（iPad編）
日本における「クラウドサービス」と「スマートタブレット｣提供の第一人者である
ソフトバンクグループ企業から講師を迎え、スマートタブレット機能導入のイメージ
やきっかけをつかんでいただける濃厚な内容。

9月7日（金） 13:30～16:30 36名 3,000円

Ｗｅｂサイト制作（ホームページ・ネットショップ）実践2日間
（ＰＣ活用） クラウドサービス（FC2、jimdo）を活用し、ネットショップをつくります。 9月10日（月）

12日（水） 9:30～16:30 20名 9,000円

第10回 創業希望者・独立開業希望者支援セミナー（夜間コース） 事業計画書の作成方法 9月11日（火） 18:30～21:00 20名 2,000円
『電話対応マナー』新人・若手のフォローアップに！ 基本マナーと応用の組み合わせの妙も学びます。 9月13日（木） 9:30～16:30 36名 5,000円
快適で働きやすい職場環境とは！弁護士が明かす実例研究編！
ハラスメント対策（セクシャル・パワーハラスメント、モラルハ
ラスメント）

会社、個人双方に役立つ盛りだくさんの事例で、傾向と対策を解き明かします。必見！ 9月19日（水） 9:30～16:30 36名 5,000円

コース 内  容 実施日 時　間 定　員 受講料
今さら聞けない！ビジネスを変える Facebook＆Twitter実践
（PC活用）

なぜ今、こんなにもSNSが世間を賑わしているのか！カリスマだから言えるその本当
の使い勝手とは！ 10月2日（火） 9:30～16:30 20名 5,000円

新聞に学ぶ速攻速習・実践！文章力アップ術（PC活用） 『逆三角形型』文章術こそが、求められている！「社内文書」上達にも通ずるその奥
義とは！ 10月3日（水） 9:30～16:30 20名 5,000円

第1回「創業・開業直後」事業者向けフォローアップセミナー 顧客開拓・営業展開活用事例（売上・利益確保への道） 10月4日（木） 18:30～21:00 20名 2,000円

第11回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー 起業の「あいうえお」、経営者としての準備 10月6日（土） 9:30～12:00 20名 2,000円

第2回「創業・開業直後」事業者向けフォローアップセミナー 経営分析・資金繰り対策、資金調達、銀行との付き合い方 10月11日（木） 18:30～21:00 20名 2,000円

第12回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー 販路・顧客開拓手法（セールスプロモーション） 10月13日（土） 9:30～12:00 20名 2,000円

会社法会計と税務会計の違いとは！
1日で分かる『簿記会計』第2弾 税務計算上、重要となる固定資産、修繕費、消耗品費、接待交際費など。その違いとは！ 10月16日（火） 9:30～16:30 36名 5,000円

誰でも簡単！今日から使える会社の経営数字
（財務・経営分析） 意思決定に欠くことのできない「経営数字」を読み解く「財務分析」手法とは！ 10月18日（木） 9:30～16:30 36名 5,000円

第13回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー 資金調達（創業資金・各種助成金） 10月20日（土） 9:30～12:00 20名 2,000円

繁盛間違いなし！1日で描ける・磨ける『POP広告』（実習付
き）

ただ「描く」だけではダメ。5要素の強化が！成果をあげるPOPの「育て方」を学ぶ
待望の凝縮セミナー！ 10月23日（火） 9:30～16:30 36名 5,000円

第14回創業希望者・独立開業希望者支援セミナー 設立手続の実際と留意点（個人事業主＆会社法人） 10月27日（土） 9:30～12:00 20名 2,000円

2012年8・9月さっぽろ起業道場（7月11日午前9:00より受付）

2012年９月中小企業経営セミナー（7月11日午前9:00より受付）

2012年10月中小企業経営セミナー（8月13日午前9:00より受付）

データで見る！さっぽろ経済の動き
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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

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。

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
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