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ノーステック財団のご紹介 

研究開発から事業化まで、一貫して支援します。 
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 ノーステック財団のご紹介 



        

 

活動の３つの柱 

※1.「クラスターフロー」のイメージ・・・コーディネーターが持つ「ネットワーク機能」と「コーディネート機能」を活用し、食クラスター形成を推進する活動。 
※２.食クラスター連携協議体・・・食クラスター活動に賛同する食に関連する企業、生産者、団体、機関等で構成された産学官金の連携による協働体制。 

                                             

 ノーステック財団 
 クラスター事業部の活動 
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（平成11年度～平成24年度実績） 
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 事業化に成功した件数と売上 

（百万円） 

（年度） 

【 累計事業化件数 】 【 累計売上金額 】 

  プロジェクト名 
補助メニュー 

事 業 名 

1  糖質制限・道産小麦ふすまパンの開発 中小企業応援ファンド 

2  国産馬油・馬プラセンタを使用した化粧品の開発と販路開拓 中小企業応援ファンド 

3  台湾への北海道産アイスクリームの販路開拓 中小企業応援ファンド 

4  遠軽町産枝豆（地域資源）を使用した化粧品の開発 中小企業応援ファンド 

5  和牛経産牛の再肥育による高付加価値化ビジネスモデルの開発 中小企業応援ファンド 

6  ポイント／クーポンサービス用非接触ICカードリーダライタの開発 札幌市補助金 

7  屋内外用ソーラー付小型照明器具の企画開発 札幌市補助金 

8  北海道産自然素材を使用したペット用療法食の開発 北海道補助金 

9  鹿追町の農畜産物を使用した加工食品の開発 地域の仕組みづくり 

10  ホッキ畜養施設新設 コーディネート 

11  野菜加工工場新設 コーディネート 

【新規売上計上プロジェクト（平成24年度）】 



ビジネス開発の４つのステップ 

ステップ方式でビジネスアイディアをかたちに 

基本的な考え方 ビジネスプラン選定基準 

支援制度活用の検討 北海道中小企業総合支援センターや、札幌市などの支援制度の活用も検討します。 

「北海道中小企業応援ファンド事業（産業クラスター形成促進事業） 

 事業化段階 

 開発段階 STEP 

3 
 ビジネスプラン検討段階 STEP 

2 

STEP

4 

 

   

一次対応段階 STEP 

1 

開発目標の
明確化

事業化の
可能性を
分析

 ビジネス開発の4つのステップ 

1 

2 

場 所 

期 間 

意 義 

条 件 

「札幌型ものづくり開発推進事業（札幌市補助事業） 

事
業
名 

対
象
分
野 

対
象
者 

対
象
者 
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〈室蘭市〉 

〈函館市〉 

道内６圏域の産業支援機関 

〒078-8801 〒080-2462

〒090-0836 〒041-0801

〒084-0905 〒050-0083

 地域の産業支援機関との連携 
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●北オホーツクえさし発「プロジェクトＥ」  
 ・枝幸町 

●財団法人 下川町ふるさと開発振興公社 クラスター推進部 
 ・下川町 
●わっかない産業クラスター研究会 
 ・稚内市 

●滝川市産業活性化協議会 
 ・滝川市 
●南空知産業クラスター創造研究会 
 ・岩見沢市  ・美唄市  ・三笠市  ・夕張市  ・栗山町 
 ・南幌町  ・由仁町  ・長沼町  ・月形町 

後志 

●朝里川温泉地域クラスタープロジェクト 
 ・小樽市 
●くっちゃん産業クラスター研究会   ・倶知安町 
●よいち産業クラスター研究会     ・余市町 

胆振 

日高 

●産学交流プラザ「創造」 
 ・室蘭市  ・伊達市  ・登別市  

●胆振西部産業クラスター研究会 
 ・伊達市  ・豊浦町  ・壮瞥町  ・洞爺湖町  

●釧路産業クラスター創造研究会 
 ・釧路市  

●根室産業クラスター創造研究会 
 ・根室市  

●東方産業クラスター創造研究会 
 ・中標津町  ・別海町  ・羅臼町  ・標津町 

●別海町地域産業クラスター研究会 
 ・別海町  

●標津町産業クラスター創造研究会 
 ・標津町  

空知 

●日高町産業クラスター研究会 
 ・日高町  

 ●北斗産業クラスター研究会 
 ・北斗市 

●檜山北部産業クラスター研究会 
 ・今金町  ・せたな町 

●南桧山産業クラスター研究会 
 ・江差町 ・厚沢部町 ・上ノ国町  ・乙部町 

●ななえ大沼ブランディング研究会 
 ・七飯町 

地域のしくみづくり 

産業クラスター研究会に関する
問い合わせ・相談について

●滝上町地場産品振興会 
 ・滝上町 

●産業クラスター研究会オホーツク 
  ・北見市 

●NPO法人ネット・プロジェクト・オホーツク・クラスター 
 ・紋別市  ・遠軽町  ・雄武町  ・興部町  ・西興部村   
 ・滝上町  ・湧別町  ・佐呂間町 

●NPO法人産業クラスター東オホーツク 
 ・網走市  ・斜里町  ・小清水町  ・清里町  ・美幌町 
 ・大空町  ・津別町  ・北見市（旧常呂町） 

●大樹産業クラスター研究会  
 ・大樹町  

●帯広産業クラスター研究会  
 ・帯広市  

●足寄産業クラスター研究会  
 ・足寄町 

●清水産業クラスター研究会  
 ・清水町  

 地域産業クラスター研究会 

●南北海道産業クラスター研究会 
 ・函館市 
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北海道中小企業応援ファンド事業 
（ブランド化促進支援事業） 

ビジネス開発  事業化プロジェクト紹介 
活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

さくら食品(株)/(株)べつかい乳業興社 
/(有)十勝野フロマージュ/北海道物流開発(株) 
ノーステック財団 

株式会社長沼あいす 
 夕張郡長沼長西11線6番地 
 Tel：0123-88-0170 Fax：0123-82-5530  

 
 
 北海道の「食」に関する観光資源としての認知度も高い「乳製品」かつ「スイーツ」であるアイスク
リームは、北海道が原材料の主要産地にもかかわらず、加工食品としての道内生産量は少なく全国シェア
はわずか0.9％にとどまっています。こうした現状の中、北海道における「食」の高付加価値化に向け、担
い手企業の(株)長沼あいすなど道内の中小アイスクリームメーカー4社と、物流事業者などの連携により、
平成23年1月「北海道アイスクリーム輸出促進協議会」が設立されました。国内市場に加え、北海道への
観光が盛んで、北海道の「食」に対する価値観と安心・安全のイメージがある東南アジア諸国への輸出拡
大を目的としております。 
 本事業において、輸出業務に向けた課題や統一ブランディングなどを協議しながら、北海道産アイスク
リームの優位性を発揮した商品により、まずは台湾への輸出実現を目指した取り組みを行っております。 
 
 
 
■統一商品名を「北海道 北のラブレター」とし、統一パッケージデザインを決定しました。 
■アイスクリームのフレーバーを1社2種類に調整し、アイス協議会として計8種類のフレーバーを統一 
 商品として販売を開始しました。 
■平成２４年３月に台湾のバイヤー招聘、道内アイスクリームメーカーの製造工場を見学し、安心・安全 
 な商品であることを確認されました。 
■今年度は、台湾輸出実現に向けた交渉に取り組みます。 
■輸出交渉と並行して国内販売活動も精力的に行ない、７月から道内外の店頭販売がスタートしました。 
 さらに、大手スーパーの冬ギフト商品に採用されるなどの成果も出ております。 
■ 本事業と並行し、道経産局補助事業により、東南アジアの有力な輸出先としてシンガポールでのテス 
 ト販売を実施した。 

プロジェクト概要 

開発進捗状況 

統一パッケージデザイン 

ギフトセット（12個入り） 

商品パンフレット（A４版） 
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札幌市ﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業化支援事業（H22） 

北海道中小企業応援ファンド事業 
（ブランド化促進支援事業） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

 従来食用ではなく家畜の飼料として利用されている小麦の種皮には、豊富な食物繊維やミネラルが含
まれており、脳血管疾患、心疾患等の生活習慣病の予防に大きな効果があると報告されています。従っ
て、小麦の種皮部分を含む二次加工適正の高い「小麦全粒粉」を製造する加工技術を開発することは、
国民の栄養改善にとって大きな効果が期待できます。 
 全粒粉の製品化には、小麦表層の汚染物質を除去することが重要であり、これまでの開発成果におい
て、栄養成分を維持しながら汚染指標菌である一般生菌数と大腸菌群数が低減できる高精度な小麦表面
研削装置（量産機）の開発に成功しています。 
 本事業においては、大型臼式低温装置の能力UP及び軟質小麦（きたほなみ）にも対応した量産型臼式
低温製粉装置への改良を通し、北海道産小麦（「春よ恋」、「きたほなみ」など）の微粉末全粒粉製造
技術（量産化）の確立を図ることにより、北海道産農産物利用拡大化と生産農産物利用効率化、並びに
食品栄養改善にも大きく寄与する製品への展開を目指します。 
 
 
 
本事業は、平成25年度まで継続する事業であるため、平成23年度末現在での進捗状況について下記のと
おり報告致します。 
 そば粉製粉で実績のある量産型低温製粉装置をベースに、そばよりも硬質である小麦にも耐えられる
ための動力の増強や、時間当たりの製粉処理能力などの改良を施した大型臼式低温製粉装置を製造導入
し、稼働試験等を繰り返し小麦微粉末全粒粉の量産化技術の確立を図っています。また、特約店や製
菓・製パンメーカーに向けて、北海道産小麦の特性を活かしたパン等の試作を繰り返しながら、その商
品サンプル等を提供して、積極的な普及PR活動を実施中です。 

プロジェクト概要 

開発実績 

横山製粉株式会社 
 札幌市白石区平和通5丁目南2番1号 
 Tel：011-864-2222 Fax：011-864-2220  

量産型製粉装置（小麦用） 

【 きたほなみ 】 
＜秋播小麦＞ 

【 春よ恋 】 
＜春播小麦＞ 

【 ゆめちから 】 
＜秋播小麦＞ 

【 主な北海道産小麦 】 

【 北海道産小麦の特性を活かした試作パン 】 

(独)農業・食品産業技術総合研究機構  
食品総合研究所/高千穂精機(株) 
ノーステック財団 
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北海道中小企業応援ファンド事業 
（ブランド化促進支援事業） 

ビジネス開発  事業化プロジェクト紹介 
活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

JA十勝清水町/帯広畜産大学/早坂理工(株) 
/(株)ゼフコ      
ノーステック財団 

株式会社十勝清水フードサービス  
 上川郡清水町字清水419番地79 
 Tel：0156-62-1129 Fax：0156-62-7242 

ローストビーフ 

開発実績 

プロジェクト概要 

 道内有数の酪農地帯（十勝清水町）において、生乳を生産できず食肉向けに利用が限られるホルスタイ
ンの雄牛は、酪農の「副産物」とされています。町内産牛肉を中心に部分肉加工を行う(株)十勝清水フー
ドサービスとＪＡ十勝清水町は、ホルスタイン雄牛の商品価値を高めるための取り組みを15年ほど前から
手掛けており、通常より半年ほど短い生後約14ヶ月で出荷できる国産牛の新ブランド「十勝若牛」の開発
に成功しました。  
 開発されたホルスタイン14ヶ月齢去勢牛は、通常の22ヶ月齢去勢牛と比較して低脂肪で柔らかいと言わ
れていますが、霜降りが少ない赤身肉であるため評価は低いのが現状です。そこで本事業において、ホル
スタイン14ヶ月齢去勢牛の飼養方法を明確にし、赤身肉の評価基準の開発、さらに赤身肉を原料とした加
工品の改良・開発・販路開拓を通して、一連の商品のブランド化を目指しました。 
 
 
 
■若牛の品質向上に向け、獣医師松本氏の指導のもと、各酪農家の素牛の導入時期の健康管理面について   
 統一の薬剤投与や健康管理の着眼点を提供し、牛の健康度の向上を図りました。 
■酪農家を対象にした勉強会を実施するなどして、各農家による素牛の個体差を解消することによる品質 
 向上を促しました。 
■帯広畜産大学との連携で、画像解析による肉質の客観的評価を可能にしたことにより、通常の赤身肉と  
 の差別化及び肉質のばらつきを抑えられることも期待できます。 
■ホルスタイン14ヶ月去勢牛の赤身肉を利用した加工品として、ローストビーフおよびハンバーグを開発 
 し、取扱商品の統一パッケージデザインも決定しました。 
■全国の牛肉を使った料理の味を競うイベント「牛肉サミット2012」において、「十勝若牛のロースト 
 ビーフにぎり」を出展し、３０の様々な料理が並ぶなか、来場者から最も多くの票を勝ち取りました。 
                                                                                                     
 

保育舎での様子 インフォメーションバザール in Tokyo 

ハンバーグ ローストビーフ 
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北海道中小企業応援ファンド事業 
（事業シーズ可能性拡大支援事業） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

ノーステック財団 株式会社マイスター 札幌オフィス 
 札幌市中央区南1条西7丁目 大通パークサイドビル8Ｆ       
 Tel：011-219-7257 Fax：011-271-2270  
 URL： 

 遠軽町の地域資源である高品質な「ハチミツ」を保湿成分としたスキンケア製品「ピュアハニー」シ
リーズの販売により、北海道のご当地コスメの代表としてブランドの認知度を向上させた(株)マイス
ターは、平成23年6月に化粧品製造業・化粧品製造販売業の許可を取得後、新たな自社ブランド商品の
開発を進めていました。そこで、遠軽町の地域資源である「枝豆」に着目し、原材料の特長（安全性・
トレーサビリティ・豊富な美容成分など）を活かした商品開発に取り組みました。 
 本事業の活用により、遠軽町産枝豆（大豆）を保湿成分に配合したスキン＆ボディケア製品の開発を
行いました。 
 
 
 
■枝豆エキスを化粧品原料として開発し、「ボディーソープ」「ボディジェル」「ボディスクラブ」の  
 試作に取り組み、平成24年6月に商品「えだまめボディソープ」(250ml/1,995円)及び「えだまめボ 
 ディジェル」(250ml/2,310円)の販売を開始しました。 
■容器の試作・選定、豊かな森と畑をイメージさせる繊細なイラストをラベルシールに用いたパッケー  
 ジデザインを完成させ、消費者に地域の特性を語り、製品への信頼感を与えることをテーマとした取 
 り組みとして、取引先からも大変良い反応を得られました。 
■宿泊施設「クロスホテル札幌」においては、宿泊プラン特典としてえだまめボディケアアイテムが  
 採用されています。また、丸井今井札幌本店をはじめ、東急ハンズ札幌店、ハンズ・ビー札幌店、 
 どさんこプラザ札幌店などで販売の他、全国百貨店などの北海道展などでも販売を行い、リピーター 
 を増やしています。 

開発実績・商品 

プロジェクト概要 

2012年 ビジネスEXPO （左）えだまめボディソープ   
（右）えだまめボディジェル 

http://www.e-mystar.jp 

http://www.e-mystar.jp/
http://www.e-mystar.jp/
http://www.e-mystar.jp/


  

 北海道産の農産物を高次加工（高付加価値化）し、科学的根拠の明らかな安全で安心な機能性食品を
開発することを目的としました。具体的には、北海道産のアスパラガスのブランド力を活かして、アス
パラガス茎未利用部位（農産系未利用資源）から、熱ショック蛋白質（HSP70）発現増強を作用機序と
する自律神経のバランスや活動度を改善する抗ストレス健康補助食品（機能性食品）の実用化を目指し
ます。 
 
 
 

「酵素処理アスパラガス茎熱水抽出物」の実用化を目指し、原料調達経路や生産方法の検討を行いまし
た。また、機能性・安全性評価においては、細胞、動物及びヒトでHSP70の発現増強効果や抗ストレス
効果を確認し、各種毒性試験や残留農薬分析の結果、安全性に問題がないことを確認しました。 

製品名：酵素処理アスパラガス抽出物「ETASTM（イータス）」 

ETAS™ は熱に強く易溶性のため、さまざまな製品への加工が可能 
・メンタル系（リラックス、睡眠改善）製品 
・インナービューティー系製品 
・抗疲労系製品   など 

開発商品概要 

プロジェクト概要 

熱ショックタンパク質（Heat Shock Protein：HSP） 
 HSPは、細胞が様々なストレスにさらされた際に誘導さ
れ、変性した細胞タンパク質の修復や分解を助ける分子シャ
ペロンとしての機能を持ち、近年では温泉療法などの際に誘
導される抗ストレス因子として注目されている。 

【ヒト血球中HSP誘導効果】 

【ヒト自律神経調節作用】 【ストレス軽減効果】 

酵素処理アスパラガス抽出物 
 「ETAS™ （イータス）」 

未利用資源の有効活用 
（アスパラガス茎） 

（P；プラセボ摂取群、A；300mg/day ETASTM50摂取群） 

「ETASTM」は、
手軽に口にするだ
けで安全に細胞中
の HSP レベルを
アップさせ、ダ
メージを受けた細
胞を修復すること
が期待できる機能
性食品です。 

重点分野開発推進事業（札幌市補助事業）（H23） 

北海道中小企業応援ファンド事業 
（ブランド化促進支援事業） 

株式会社アミノアップ化学 
 札幌市清田区真栄363番地32 
 Tel：011-889-2277 Fax：011-889-2288 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

ノーステック財団 

ビジネス開発  事業化プロジェクト紹介 
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重点分野開発推進事業 
（札幌市補助事業） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

清水勧業(株) 
(地独)北海道立総合研究機構 工業試験場 
ノーステック財団 

有限会社イリス 
 札幌市中央区南11条西20丁目4-3 
 Tel：011-511-0488 Fax：011-511-0482   

ローストビーフ 
 
 

  
 環境意識が高まる中、東北大震災を機に環境に配慮した照明の開発は重要であり、さらに、市場では
災害時に活用できる自然エネルギーを利用して点灯する照明の注目と需要は高く、新たな市場の拡大に
も繋がっています。 
 特注照明デザインの設計・製作等を手がける(有)イリスは、本事業において、太陽光エネルギーを活
用した省エネで、日常と災害時の双方に有効な付加価値の高い屋内外使用可能なLED照明器具の開発を
目指しました。 
 
 
 

下記の特徴を持つクオリティーの高い多機能デザイン照明（LED）を開発しました。今後は、市場価格
に見合う量産体制を確立し、住宅や商業施設向けのデザイン照明として販路開拓・販売促進を実施しま
す。 
◆製品名  ： fuu（フー） 
◆主な特徴  ： ① 充電方法  ： ソーラー、AC100V、USB、シガーライターソケット 
     ② 点灯モード ： 揺らぎモード、常点モード、懐中電灯モード（３段階を切り替え） 
   ③ 設置場所  ： 屋内外常設可能型（防水仕様） 
   ④ 形状の特徴 ： 置く、運ぶ、吊すが可能（物干し竿等に吊しやすいＣ形取手） 
   ⑤ 点灯時間  ： 揺らぎモード／40～50時間、 
        常点モード・懐中電灯モード／約12時間点灯 
   ⑥ その他  ： 衝撃にも強いポリカーボネート素材、バッテリー電池交換可能型、 
        1/fゆらぎ装置内蔵（※１） 
※1：1/fゆらぎとは、風の流れや小川のせせらぎなど、自然界にて起きる現象で、α波やリラクゼーションに効果があることが
実証されています。 

開発実績 

プロジェクト概要 
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地域新ビジネス創出システム推進事業
（ビジネスプラン検討会議） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

(有)グリーンフォレスト 
  緑の森どうぶつ病院 
ノーステック財団 

株式会社やさしい森 
  旭川市旭神3条2丁目1-8 
  Tel：0166-60-5870 Fax：0166-60-5878  

     
                     
 ペットフード・おやつ・動物用介護食品の開発・製造・販売を事業とする(株)やさしい森は、北海道産
素材にこだわった高品質で安全なペットフードを経営先の動物病院と共同開発し、平成23年8月から自社
ブランド「森のごはん」シリーズ（レトルト加工ペットフード）を販売しております。 
 さらに同社では、今日のペットフード市場でのプレミアムフードや特別療養食へのニーズの高まりを背
景に、本事業を活用し、獣医師の監修のもと動物の食に対する専門的知識を持った病院スタッフが関わり
ながら、北海道産自然素材を使用したペット用療法食の開発に取り組みました。具体的には、アレルギー
や消化器用、関節用、ダイエット用など、病気の症状に合わせた療法食の開発を進めました。 
 
 
 
 ■原材料の選定、確保、製造委託先の選定までの仕組みづくりを行いました。 
 ■ペット用療法食のレシピを開発：免疫力向上や抗がん作用が期待されるサケの白子や霊芝を配合した   
  「サケの白子と根菜の煮物」を試作し、製品化に至りました。 
 ■レトルトタイプの他、乾燥粉末タイプ、エキスなど20数種類の商品開発を支援し、療法食シリーズの 
  アイテムの充実を図りました。 
 ■野菜ふりかけをはじめ、未利用の魚を加工した商品開発も進めております。 
 ■現在、同社「緑の森どうぶつ病院」内での販売と、ホームページでの通信販売を実施しております   
  が、その他の新たな販路開拓に取り組んでおります。 

開発実績 

プロジェクト概要 

商品「森のごはん」シリーズ 
サケの白子と根菜の煮物 

ビジネス開発  事業化プロジェクト紹介 

北海道野菜ふりかけ 鹿肉水煮（プレーン） 鹿肉のトマト風味おじや 

javascript:window.close()
javascript:void(win01('./detail_image.php?product_id=65&image=main_large_image','detail_image','560', '455'))
javascript:void(win01('./detail_image.php?product_id=1&image=main_large_image','detail_image','560', '580'))
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地域新ビジネス創出システム推進事業 
（ビジネスプラン検討会議） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

株式会社だるま食品本舗 
 函館市西拮梗町589番地216号 
 Tel：0138-49-3569 FAX：0138-49-0068 
 

ローストビーフ 

渡島農業改良普及センター 
函館地域産業振興財団 
北海道立工業技術センター 
ノーステック財団 

        
 
 道南で生産普及が進む極大粒大豆「タマフクラ」のブランド化を視野に入れた「たまふくらプロジェ
クト」が平成21年から地域の農商工連携により実施されています。プロジェクトメンバーでもある(株)
だるま食品本舗が商品化した冷凍加工食品「たまふくらえだまめ」は、収穫直後の鮮度とおいしさを食
卓で簡単に再現できる手軽さで人気商品となっています。 
 しかし、冷凍枝豆としてより良い製品を作るため、平成22年度同事業において、開花後日数の異なる
枝豆原料を用い、冷凍枝豆製品の原料としての品質及び加工適正などを検討してきました。本事業にお
いては、タマフクラ冷凍枝豆製品の高品質化を目的に、タマフクラの特徴的な甘味成分であるマルトー
スの増加技術について検討し、併せて食味や品質（大きさ、色調、硬さ）に関する評価を行いました。 

 
 
   
  森町の農家で栽培したタマフクラを、時期をずらして収穫し、枝豆に加工してそれぞれの大きさ、色、
成分、加工適性の変化を調べました。各検証の結果、開花後50～60日頃で収穫し、75度で加熱を行うこ
とでマルトース生成量が増加することが確認され、タマフクラに適した冷凍枝豆製品の高品質化技術を
開発することができました。今後、本事業で得られた品質データを基に、高品質化に向けたタマフクラ
原料の受け入れ時の規格づくりや冷凍枝豆製品への利用を検討し、農商工連携でブランド化を進めてい
く考えです。 

開発進捗状況 

プロジェクト概要 
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地域の仕組みづくり事業 
（地域産業クラスター活動支援事業） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

北海道大学大学院（アツシ織研究員） 
NPO NPオホーツククラスター湧別川流域
研究部会 
ノーステック財団 

アツシ織同好会 
 紋別郡遠軽町2条通北1丁目4-12 
 Tel：0158-49-2120 Fax：0158-49-2120   

開発実績／今後に向けて 

プロジェクト概要 

機織り 
内皮をはがし、ぬめりを洗い流した
ら、陰干しして十分に乾燥させる 

外皮を剥ぎ、温泉水に漬け
込むことで内皮をはがれや
すくする 

糸 

染色された内皮 

伐採：オヒョウ楡・シナ樹皮の採取 
（6～7月） 

ア ツ シ 織 ・ シ ナ 織  試 作 品 

 
 アツシ織りは、オヒョウの木の皮を細かく裂いて作った糸の織物です。平成21年に湧別川流域研究
部会でアツシ織同好会員10名を集い、アイヌ文化振興・研究推進機構の指導・助言を得て、2年間に
わたり民芸品（アツシ織・シナ織）の製作技術の習得に取り組んできました。 
 24年度の本事業では、地域特産品としての商品化をめざし、繊維生成方法、糸取り、機織等の技術
向上を図るとともに、各種商品の企画開発に取り組みました。また地元紋別の他、札幌での複数の展
示会への出展などにより、民芸品を広く知ってもらう機会を持てました。 
 
  
  
 約5年間にわたり、会員自らがアツシ織・シナ織の技術習得のため研鑽し民芸品の製作に取り組
み、テーブルクロス、コースター、トートバッグ、ブックカバー、眼鏡入れなど様々な試作品を作れ
るまでに至っています。24年度は、道内複数の展示会への作品の出展により、札幌では販売を求める
声をいただいたり、紋別では「アツシ織り」に取り組む新たなメンバーとのネットワークを形成する
打ち合わせが始められているなど、「アツシ織り」に対する関心や評価が広がりつつあります。 
 今後は、開発予定商品のデザイン等（包装紙、商標ネーム等を含む）の検討、地元遠軽の売店や道
の駅、新千歳空港ターミナル売店等での試験販売の実施など、商品化に向けた組織体制の構築をすす
めていく予定です。 

プロジェクト概要 

ビジネス開発  事業化プロジェクト紹介 



17 

  
地域の仕組みづくり事業 
（地域産業クラスター活動支援事業） 

活用した支援制度 

主な開発協力機関等 

株式会社草原の風 
 河東郡鹿追町柏ヶ丘２番地15 
 Tel：0156-66-1121 Fax：0156-66-1121 

ローストビーフ 

フード特区機構/日本アクセス北海道(株) 
北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 
十勝総合振興局/ノーステック財団 

豚肉とハムソーセージ 
セット見本 

ベーコン ㊧放牧豚   ㊨養豚 

ベーコン下処理技術の指導 スモークハウス 鹿追町ワーキングセンター(増築部分) 

特選ギフト 

 (株)草原の風は、地元農産物を使った加工品の製造・販売を行う農業の「6次産業化」の取り組みとして、
平成23年11月に地元の農家など5戸が出資して設立した企業です。平成24年3月に、鹿追町農畜産物加工施
設「ワーキングセンター」の増築が完成し、町の民間事業者が施設を使用する仕組みを構築できました。 
 平成24年度は、本件を成功事例（鹿追ブランドとして売れる商品を作る）とすることを目指して、財団よ
りアドバイザーを派遣し、ハム・ソーセージの製造技術向上と商品のブラッシュアップを図るための指導な
どを行いました。養豚肉とは違い、大型でしっかりした肉質をもつ鹿追「放牧豚」の特性を活かす最適商品
の開発指導や、他のハム工房との商品の差別化を図るため、手作りハムの特徴を出す製造技術の指導、現場
の衛生管理指導などを中心に行われ、鹿追「放牧豚」を素材とした加工品の本格的な製造・販売を実施する
までに至っています。 

プロジェクト概要 

開発実績／今後の取り組み 

■品質が確定したハム、ソーセージ商品を、平成24年9月より道の駅しかおいなどで販売を開始しました。 
■然別湖畔のホテル2軒でハム・ソーセージが採用されました。 
■平成24年末には「草原の風」ハム・ソーセージと、同社出資者の商品「ヨーグルト、生パスタ」をセッ 
 トにした「特選ギフト」を、町民を対象に販売しました。同時に、十勝管内の郵便局でもギフトセット 
 のカタログ販売を展開し、年末までに約４００セットを販売しました。 
■同町の小中学校の給食に、同社のソーセージのテスト導入を実施しました。 
■十勝西部のコンビニ８店舗で、常温流通可能な商品の販売を開始しました。 
■今後、(株)草原の風の核となるソーセージ商品の品質確定を目指し、再現テストを繰り返すことで、 
 より完成度の高い安定した商品づくりを目指します。さらに、最終販売形態の確定と商品コストの把 
 握・生産性の向上など、商品化に向けた課題にも取り組みます。 
■販路開拓へ向けて、十勝圏および圏外のレストランなどを中心に、業務用食材としての採用を働きかけ 
 ていきます。また、同社と出資メンバーなどの鹿追特産商品のネット販売も予定しています。 
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▶▶▶ 過熱水蒸気技術の普及を目指す 

▶▶▶道産食素材の低利用・廃棄資源の再利用による新たなビジネスの発掘 

ニンジン 
→ボイル処理との
比較では、過熱水
蒸気処理の方が糖
分含有量が多かっ
た 

カレー専門店 
玉葱「札幌黄」 

過熱水蒸気加工によ
り、冷凍保存による
品質劣化を抑えるこ
とで、通年での商品
提供を目指していま
す。 

開発商品事例 

パン製造メーカー 
ふすまパンのパン粉
を使用したコロッケ 
過熱水蒸気を利用
し、油で揚げない、
食物繊維たっぷりの
ヘルシーコロッケを
商品化予定です。 

素材成分分析の事例 

  乾 燥            粉・チップ加工                     
 フリーズドライ 
 熱風 
 天日 

＋ 

生ふりかけ 乾燥野菜 飴 レトルト食品 乾燥キムチ 

ブロッコリー 

《葉・茎》 白 菜《芯》 
たもぎ茸 

《石づき》 

活用事業／地域新成長産業群創出基盤形成事業 

活用事業／道産食品加工業高付加価値化   
技術導入促進事業(道緊急雇用創出事業） 

ペットフード お茶 

ヤーコン 

《絞り後の根》 ブナ鮭 

タモギ茸 
→アミノ酸（うま
み成分）では、過
熱水蒸気処理の方
がボイル処理より
高い結果に 



年会費・・・一口/３万円（１口以上）  

申込み手続 

メリット 

▶▶▶ 地域の特産品から北海道の定番商品を目指す 

鮭節レシピ開発事例 取り組み状況 

ノーステック財団 賛助会員制度のご案内 

※ただし、個人の場合：1口／1万円（1口以上） 

 勉強会の様子 

ラーメンの鮭節つけ麺 

豚肉と野菜の中華炒め 

きのこのかき玉汁 

鮭節ねぎチャーハン 



 レシピ開発の光景 



道道下手稲札幌線（新川通）札幌工業高校前信号 
交差点よりお入り下さい。※地下鉄北18条駅側から

は、車両の進入はできませんのでご注意下さい。 

 

ＪＲ：快速エアポートで約40分 
バス：札幌都心まで約70分 

 

札幌工業高校 

中央バス停 
北21条西15 

 

文 

北大ビジネス・
スプリング 

北海道立 
衛生研究所 

（地独）北海道立総合研究機構 
     環境化学研究センター 

（地独）北海道立総合研究機構 
     地質研究所 

（地独）北海道立総合研究機構 
     工業試験場 

北大生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター 

北大創成研究機構研究部プロジェクト研究部門 

北大次世代ポストゲノム研究センター 

創成科学 
共同研究機構 
 

獣医学部 

低
温
科
学
研
究
所

 

新
川
通

 

恵
迪
寮

 

北キャンパスエリア 

コラボほっかいどう 

ノーステック財団 

北キャンパスエリア拡大図 

文 

ア ク セ ス 方 法  ノーステック財団までの 

武蔵女子短大 

宮の森北24条通 

北18条駅 

北12条駅 

車両通行不可 

ＪＲ札幌駅 

桑園駅 

至大通 

●札幌工業高校 

●市立病院 

●武蔵女子短大 
中央バス（西51）● 
JR北海道バス（37） 
北21西15 

●札幌市立大学桑園キャンパス 

至
小
樽
方
面

 

医学部付属病院 ● 

事務局● 

北大正門 ■ クラーク会館  ● 

北 海 道 大 学 構 内 

北24条駅 

車両通行止 

新

川

通

 

石

山

通

 

石  

山  

通 

至
旭
川
・
室
蘭

 

●創成科学研究棟 

ノーステック財団 

徒歩・地下鉄 

バ   ス 

タクシー 

自家用車 

新千歳⇒札幌 

▶地下鉄北18条駅より徒歩約20分 
※エルムトンネル上、地上遊歩道の通行が可能です。 

▶ＪＲ札幌駅より乗車約15分 
 北海道中央バス西51北桑園線 地下鉄24条駅前行 
 「北21西15」下車徒歩5分 

▶地下鉄大通駅（大通西4丁目）より乗車約19分  
 JR北海道バス 37南新川線 北25条西15丁目行 
 「北21西15」下車徒歩5分 

▶地下鉄北24条駅より乗車約7分 

 北海道中央バス西51北桑園線 札幌駅前行 
 「北21西15」下車徒歩5分 

「ＪＲ札幌駅北口」より乗車約15分 

交通機関のご案内 

ノーステック財団 クラスター事業部 

 札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう内 

TEL.011-708-6526／FAX.011-708-6529 

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 
            (ノーステック財団）    

▶ＪＲ桑園駅（市立病院前）より乗車約7分 

 北海道中央バス 西51北桑園線 地下鉄24条駅前行 
 JR北海道バス 37南新川線 北25条西15丁目行 
 「北21西15」下車徒歩5分 
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