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札幌市 

国立大学法人 北海道大学 

株式会社 北洋銀行 

札幌市・北海道大学・北洋銀行の連携による 

外国人観光客向けお土産品開発支援について 

 

札幌市、北海道大学、北洋銀行は、市内産業の競争力強化、インバウンド消費を通じた外需獲得につ

なげるため、産学官金連携により、新たな札幌のお土産品の開発支援に取り組みます。また、本連携事

業の第一弾として、平成 29 年 11 月 27 日（月）に北海道大学 学術交流会館において、「SAPPORO おみ

やげパワーアップフェア in北大」を開催します。 

 

 「SAPPORO おみやげパワーアップフェア in 北大」は、札幌市が今年度より新たに取り組む「観光商

材開発支援事業 」の一環として推進します。本フェアでは、札幌市「観光商材開発支援事業」を活用

し新たなお土産品開発に取り組む企業の商品展示・試食会を行い、北海道大学の留学生等によるアンケ

ート調査を実施し、その結果分析を通じた商品のブラッシュアップ支援を行うことで、産学官金連携に

基づいた観光商材の商品力強化に取り組みます。本フェアの参加企業については、拡大するインバウン

ド消費を取り込む上で欠かせない、関東圏・全国への販路開拓も視野に入れた展示会共同出展を行い、

商品開発から販路開拓までの一貫した支援を実施していきます。 

 

北洋銀行の札幌市地域分析によると、札幌市の食品製造業は、全国の他の政令指定都市と比較しても

生産性が低く、改善の余地が見込まれます。本事業では、インバウンド需要のもと成長が見込まれるお

土産品開発にスポットを当てた支援に取り組む札幌市や、90カ国・地域から来日した約 2,000名の留学

生等が学ぶインターナショナルな環境の活用も視野に入れ産学連携・地域との協働を推進する北海道大

学、SNS 等のビッグデータを活用したお土産品開発支援にも取り組む北洋銀行が連携することで、より

付加価値の高い商品の開発につなげていきます。 

※「観光商材開発支援事業」～札幌市が今年度より新たに開始した事業。外国人観光客をターゲットとした新たな札幌のお土産品の 

開発に対し、補助金の交付・開発の支援に取り組んでいる。 

【実施予定の事業】 

１．「SAPPORO おみやげパワーアップフェア in北大」 

  日時：平成 29年 11月 27日（月）16:00～18:00 

  場所：北海道大学 学術交流会館（札幌市北区北 8条西 5丁目） 

２．「第 85回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2018」共同出展 

   （首都圏を中心に約 20万人のバイヤーが来場する国内有数のギフト系展示商談会） 

  日程：平成 30年 2月 7日（水）～9日（金） 

  場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3丁目） 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

札幌市  経済観光局 国際経済戦略室 経済戦略推進課  大橋   TEL：011-211-2481 

国立大学法人 北海道大学  研究推進部 産学連携課   野崎   TEL：011-706-9196 

株式会社 北洋銀行  公務金融部            大和田  TEL：011-261-1325 

 

※ 

＜三者連携による開発支援＞ 

＜札幌市による販路開拓支援＞ 



          札幌市 経済観光局 国際経済戦略室 経済戦略推進課 

      担当：阿部（あべ）大橋（おおはし） 

  TEL：011-211-2481 / Email：omiyage@city.sapporo.jp 

札幌が大好きな留学生・外国人の皆様へ 

SAPPORO おみやげ 
パワーアップフェアin北大 

新しい「札幌のおみやげ」に触れてみませんか？ 

札幌の中小企業が、外国人観光客に 

向けた新商品を開発しています。 

○新商品が体験できる！ 
   （試食など） 
○企業の開発秘話が聞ける！ 

2017年 

11月27日㈪ 
16:00～18:00 

学術交流会館 
（北区北8条西5丁目） 

宛先： omiyage@city.sapporo.jp 

名前・所属・出身国・電話番号を 

書いて、Emailにてお申込ください 

  

16:00～ 開始 
16:15～ 
  ・開発企業の 

プレゼンテーション 
     ・ブース体験 
18:00  終了   

  

お問合せ 

申 込 

会 場 

日 時 

参加企業 

札幌が好きな外国の方なら 

どなたでも参加できます 

＜参加無料＞ 

各社ブースでアンケート（英・中語も用意） 

  に、ご協力をお願いします！ 

参加者には 
北大ロゴ入り 

和柄てぬぐい 
を プレゼント！！ 
＜限定 100 枚＞ 

北海道大学 

主催：札幌市 

協力：北海道大学、北洋銀行 

 締切： 

   11月20日㈪ 

ありがとうの花束 Sachi & Aki co. 

「ポストカード」 

池田食品 

「カシューナッツギフト」 

かね彦 

「道産 えび/帆立 かまぼこ」 

ブルックスカレー 

「スープカレーラーメン」 

MACH（マッハ） 

「北海道のお米・五穀豊穣」 

ムラキフードプランニング 

「札幌ラーメン」 

清水勧業 

「ゆらぎ照明ﾃｰﾌﾞﾙﾗﾝﾌﾟ」 

ノースグラフィック 

「サムエ 

ジャケット」 

（順不同） 

 

この企業が、インバウンド

向け新商品を展示します。 

さっぽろ市 

02-H01-17-1863 

29-2-1191 

mailto:omiyage@city.sapporo.jp


          City of Sapporo - Economic & Tourism Affairs Bureau 

 ABE  &  OHASHI    Email：omiyage@city.sapporo.jp 

For FANS of Sapporo & International students.   

SAPPORO OMIYAGE 

  Power-Up Fair 

○Sample new souvenirs designed for foreign tourists 
                                                 by SAPPORO companies. 
○Learn about the design backgrounds of the new products. 

2017. 

27th NOV. 
 (Mon.) 
16:00～18:00 

Conference Hall 
（Kita 8,Nishi 5） 

TO： omiyage@city.sapporo.jp 

Please apply by Email with your 

NAME, Nationality, Phone No. 

and Affiliation. 

  

16:00～ START 
16:15～”Presentations by  

     companies” 

      “Sampling 

      at Each booth” 

18:00  END   
  

INQUIRY 

APPLY 

PLACE 

DATE 

EXHIBITOR 

Come & Go Freely ! 

No Cost ! 

Reply to 
questionnaires, 
And 
GET an original  
Japanese towel  
“TENUGUI” ! 
(to the first one 
  hundred arrivals) 

Hokkaido Univ. 

 Hosted by City of SAPPORO 

 in cooperation with Hokkaido Univ. 

        & North Pacific Bank, Ltd. 

 Deadline： 

  20th NOV.(Mon.) 

Sachi&Aki co. 

「POST CARD」 

Ikeda Confectionery 

「cashew nuts Snacks」 

KANEHIKO 

「KAMABOKO Fish Cake  

   with shrimp / scallop」 

Brooks Curry 

「Soupcurry Ramen」 

MACH 

「HOKKAIDO RICE」 

MURAKI FOOD PLANNING 

「SAPPORO RAMEN」 

SHIMIZU KANGYO 

「Table Lamp」 

NORTH GRAPHIC 

「SAMUE 

  JACKET」 

These companies  will 

introduce their new 

products ! 

in Hokkaido Univ. 

(Sampling Party) 

(Presentations by companies) 

さっぽろ市 

02-H01-17-1863 

29-2-1191 
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