道北地域ものづくり応援ネットワーク

施設利用ご案内
インキュベートルーム

道北地域（上川・留萌・宗谷）の金融機関・産業支援機関・行政機関などと連携を密にし、旭川
ものづくり総合支援センターの機能を活用して、道北地域における産業活性化を図るため
のネットワークを構築しています。

北のものづくりが進化する

活動内容
◉稚内、
留萌、
名寄・士別、富良野における関係機関との連携会議の実施
◉道北企業の交流組織
「どうほくネット」会員企業間の交流促進（セミナー・交流会）
これから創業するあるいは創業間もない方、さらには新たな事業
分野の開拓を図る方々については、インキュベートルームをご利
用いただけます。

道北地域の概要
◉市町村数：6市31町4村
◉面積：18,6㎢（北海道の22.4％）
◉人口：597,661人（北海道の11.3％）
※住民基本台帳人口 (令和2年1月1日現在）

シェアオフィス

主な産業
・広大な耕地面積を活用した稲作、野菜、果樹、酪農などの農業
・日本海・オホーツク海で漁獲されるホタテ、
サケ、
コンブ、
エビ、
ホッケなどの漁業

創業準備や創業間もない方を対象に、複数の利用者が同じスペー
スを共有するオフィスです。創業当初の経費負担の軽減や他の利
用者との交流などを通じて企業発展するのに最適な場です。

・豊富な森林資源を背景とした林業、製紙・製材・家具製造業
・農産加工品、水産加工品を中心とした食料品製造業

会議室

・自然公園などの地域資源を活かした観光産業

道北地域ものづくり応援ネットワーク
旭川ものづくり総合支援センターの支援機能を活用し、道北4地域の市役所、信金、振興局、
商工会議所・商工会と連携しながら、道北地域におけるものづくり産業の活性化（４地域の
企業支援の体制充実）を図ることを目的に設置。
稚内地域

留萌地域

名寄・士別地域

机・椅子は特注の旭川家具を使用してO型に配置しており、
「木の
ぬくもり」を生かした、落ち着いた雰囲気の中で、ハイグレードの
会議にもご利用いただけます。

富良野地域

研修室

相互 連携
旭川ものづくり総合支援センター
一般財団法人旭川産業創造プラザの支援機能を支えるのが、
「旭川ものづくり総合支援セン
ター」です。当財団をはじめとする5つの専門的機関で構成された産業支援機能の連携体で、
家具木工、機械金属、食品加工、企業経営などそれぞれの分野から当財団のコーディネート
機能を力強く支えています。

パソコン、DVD、VTRを100インチスクリーンに映し出す、各種映
像・音声を駆使した研修をはじめ、インターネットに接続したIT
研修などにもご利用いただけます。

スタジオ

旭川産業創造プラザ
旭川市工業技術センター

旭川市工芸センター

旭川地域の主要産業である機械金属製造
業の発展を目的として、先端技術の研究開
発、生産現場の技術向上の支援などを行
う試験研究機関です。

旭川地域の主要産業である木製品（家具、
クラフト）ならびに窯業関係業界の発展を
目的として、技術・販売の両面より支援を
行う試験研究機関です。

旭川食品産業支援センター

（公財）北海道中小企業総合支援センター

旭川地域の食品加工事業者・団体などが
行う研究開発や商品のブラッシュアップを
推進するため、商品開発や品質管理の技術
支援及び販路拡大の支援を行う機関です。

道内中小企業における新たな産業の創出
や様々な経営課題の解決に向け、専門的な
アドバイスや支援などを行う中小企業の
総合的支援機関です。

小型商品や人物はもちろん、
家具・車などの大型商品の映像スチー
ル撮影が可能なスタジオです。
また、
300インチの大型スクリーン
を活用し、
各種映像発表や研修会などにもご利用いただけます。

交流サロン

相互 連携
室内から周囲の景観をパノラマ的に眺める事ができるほか、机・
椅子は特注の旭川家具を使用して円形に配席しており、会議や交
流会など多目的の催しにご利用いただけます。

どうほくネット
道北地域の企業で構成されるビジネスチャンスや新しいビジネスの創出へのきっかけづく
りを目的した異業種ネットワーク・交流の場
販路開拓・拡大

情報発信・共有

※利用時間・利用料金については当財団ホームページをご覧ください。
※月〜金の夜間及び土・日・祝日(年末年始を除く)の使用につきまして
は、別途ご相談願います。

異業種交流

経済産業省認定 経営革新等支援機関・経済産業省認定 旭川創業支援計画代表事業者

一般財団法人

旭川産業創造プラザ

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号

TEL.0166-68-2820
FAX.0166-68-2828

URL・https://www.arc-net.or.jp

E-mail・arc-net@arc-net.or.jp

一般財団法人

旭川産業創造プラザ
Asahikawa Industry Research Center

企業の新製品・新技術の研究開発や新規事業化を促進するため、大学・
公共試験研究機関との密接な連携の下に、新分野進出に向けた技術・商
品開発の先行調査や、研究シーズの発展や新製品開発などの取り組みを
支援します。

北のビジネスを進化させる「ものづくり」
「サービス」の創造をお手伝いします。
一般財団法人旭川産業創造プラザは、道北地域(上川、留萌、宗谷)の産業の高度化、中小企業の支援を行うための良き
相談相手として、企業ニーズや大学・公設試のシーズの積極的な掘り起こしや、産学官交流によるビジネスチャンス
の創出に努めるとともに、各種相談やコーディネート、セミナーや研修会を通じた人材育成、インキュベートルーム
の賃貸や研究開発への助成など、総合的な支援を通じて、新製品・新技術の開発や新分野進出に取り組む企業や新規
創業を目指す皆様を力強く応援します。

支援内容 地域の各企業が日頃から取り組んでいる新製品や新技術の開
発プランを公募し､一層高度な事業化に向けて応援する｢夢づくりものづ
くり支援事業助成金｣､新製品開発プロジェクトのコーディネート､道内
外の公設試験研究機関等と連携した技術支援､各種助成金や支援制度申
請に係るサポートなどものづくり企業のレベルアップを図る総合支援。

ECサイト開設、パッケージ開発

製品・技術開発、販路拡大など企業が抱える様々な課題の相談に対して、情報提供やアドバイスに加えて、他の機関と
連携した支援活動を行っています。
「新しい販路を開拓したい」
「技術を活かした商品開発をしたい」
「生産性を向上さ
せたい」
「人材を育成したい」など、企業経営に関するご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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●旭川工業高等学校

支援内容 事業承継・食品加工・機械金属・IT業界・創業者向け・デザ
イン分野などの人材育成に関する各種セミナー及び研修会の開催、情報
取集及び情報提供、企業が行う自主研修に対する助成・従業員の技術習
得研修に対する助成を行う「人材育成助成事業」、アドバイザーのマッ
チング。
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●旭川医科大学
●北都保健福祉専門学校
●
北方建築総合研究所

●旭川南高等学校

地域の企業や機関などが保有する強みやノウハウを連携させ、新たな製
品や技術を生み出すための支援や、新たな分野への進出を目指す企業へ
の産学官連携・新産業創出のコーディネート、先端情報の提供など各種
支援を行っています。

旭川産業創造プラザ

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号
交通アクセス●JR旭川駅から車で→
○約8km…約15分
●旭川空港から車で→
○約12km…約15分
ひまわり油の発酵ナノオイル
技術使用スキンケア製品

地域素材アカエゾマツを使った
アロマ製品

支援実績例 地域産品（木工・金属加工・食品）コラボレーション製品
の開発に係る支援、バス乗換案内webサービスの開発に係る支援、モン
ゴルにおける北方型住宅ブランド育成事業に係る支援、機械金属関連の
｢技術｣を見える化した機械装置等の開発プロジェクト支援、旭川地域農
産物を原料とした加工食品の開発プロジェクト支援。

ものづくり

販路拡大

人材育成

新産業創出

経営指導・企業育成

食クラスターの推進

展示会・商談会
への出展

研修事業への助成

産学官連携の
コーディネート

起業家育成・創業支援

商品開発支援

プロジェクト実施
のコーディネート

ビジネスマッチング
の支援

各種セミナー・研修会
の開催

新産業創出の
コーディネート

インキュベートルーム
の運営

衛生管理支援

各センターと連動
した技術支援

専門家派遣

人材育成企画アドバイス

先端技術による
開発促進

インキュベーション
マネージャーによる支援

セミナーの開催等
による情報発信

各種申請に係る
サポート

海外展開支援

アドバイザーの
マッチング

先進情報の収集

「道北地域創業支援等事業計画」
に基づく各種支援

専門家派遣

知財サテライト
その他経営指導・企業育成事業
に関わる業務

支援内容 シェアオフィス及び、インキュベートルーム賃貸・運営、イ
ンキュベーションマネージャーによる創業相談、｢創業支援事業計画
等」に基づく各種支援、｢あさひかわBiz Café｣、｢どうほくBiz Café｣の
開催、道北ビジネスプランコンテストの開催、特許や意匠など相談受付
｢知財サテライト」運営。

地域食品産業の振興を図るため、専門職員を配置し、新商品の開発や衛
生管理等について相談支援を行うほか、旭川食品産業支援センターと連
携した食品試験の実施、人材育成や情報発信を目的としたセミナーの開
催など各種支援を行っています。
支援内容 地場農産物等を活用した付加価値の高い商品の開発や、新た
な商品群の開発及びブランド化に向けた支援、技術力の向上等を目的と
した講習会・セミナーの開催、旭川市及び周辺８町を対象とした食品試
験の実施、食品の安全・安心に向けた取組への支援。

食クラスターの推進

研究開発助成

創業を目指す人や創業間もない企業に向けて、シェアオフィスやイン
キュベートルームの賃貸と、インキュベーションマネージャーによる創
業相談や「あさひかわBiz Café」の開催、経営相談などハード・ソフト
両面での支援を行っています。

経営指導・企業育成

支援内容

新産業創出

●旭川リサーチパーク

●中小企業大学校

▼至旭川空港

至国道237号線

組織

1.役員構成
理事： 8名 理事長 新谷龍一郎（旭川商工会議所会頭）
監事： 2名
2.評議員： 9名
3.グループ構成
①総務管理グループ
②企業支援グループ
③食クラスター推進グループ

講師の招へいや技術者の派遣など企業が実施する技術向上等を目的とし
た研修に対する助成や、各業界に必要とされる知識や最新の技術などを
学ぶセミナーの開催を通じて人材育成を支援します。

忠別川
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人材育成支援

沿革

● 1992年6月 財団法人旭川生活文化産業振興協会設立
● 1996年5月 旭川リサーチセンター竣工
● 2010年4月 一般財団法人へ移行
● 2011年4月 「一般財団法人旭川産業創造プラザ」に改称
● 2013年4月 経済産業省認定 認定経営革新等支援機関

支援内容 北海道内外において開催される展示会や商談会の出展サポー
ト、情報発信に関するセミナー、企業間のビジネスマッチングのコー
ディネート、専門家の派遣によるアドバイスの実施、販路拡大に関する
情報提供支援。

販路拡大支援

企業の製品や技術を北海道内・北海道外へとPRし販路を拡大していくた
めの支援をします。
販路開拓に必要な知識・技術を習得するセミナーの開催や、魅力的な製
品、技術になるようアドバイスをいたします。

ビジネスのあらゆる課題解決をサポートします。

ものづくり支援

旭川産業創造プラザの経営サポート

