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************************************************************************
１．あさひかわ PR力向上プロジェクト参加事業者募集
************************************************************************
■事業概要
旭川で製造された商品を有する事業者の稼ぐ力「PR力向上プロセス」を学ぶため
の、自社課題分析、顧客ニーズの把握、効果的な販促物、 展示会出展に必要
な手順など様々なテクニックなどを学ぶことができます。さらに、2023年2月に
開催される展示会出展で学んだテクニックを実践できます。
（展示会出展※には要件があります。）
■事業内容
１．外部講師によるPR力向上のための研修（裏面に詳細あり）
（販売現場、情報収集分析、販路拡大、経営デザインシートの活用等）
２．PR、ブランディングを支援
展示会への出展※に向け、出展に向けた支援（商品開発・デザイン支援、
効果的なPR手法の支援）
■参加事業者
・自社のPR力向上のためのデザイン思考や展示会出展などのスキルを学んで
みたい事業者の方。
・展示会出展による販路拡大に関心のある事業者の方。
■スケジュール
〇8/23（火）15：00開始（WEB開催：ZOOM)
・「デザイン経営」によるブランド力向上
合同会社HYAKU 代表社員武田壮平氏
・展示会出展による自社PRの効果について
株式会社MARVELOUS 代表取締役 志水 洸一
〇9/13（火）15：00開始（WEB開催：ZOOM)
・ライバル会社に打ち勝つECサイト運営
株式会社北廊 代表取締役 永原 大介
・展示会出展による自社PRの効果について

氏

氏

グラース株式会社

代表取締役

早川

舞

氏

〇9/27（火）15：00開始
（会場：旭川産業創造プラザ2階研修室 先着15名）
・商品の想いを伝える販促手法
ヒロPOPオフィス 代表 渡辺 裕美 氏
・展示会出展による自社PRの効果について
一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
〇～10月末

展示会出展事業者決定（予定）

〇2023/2/15～17

展示会※出展

予定5社程度（展示内容による）

※展示会出展には一定の要件がございます。
ご応募が多数の場合は当財団にて出展事業者を選定させていただきます。
詳細はお問合せください。
・旭川市に事業所があり旭川市内で企画・製造した商品
（商品の製造一部外注も可。食料品不可）、展示会のテーマに合致する商品
である事等。
・2023年2月東京インターナショナルギフトショー(r)出展を予定
（旭川産業創造プラザがブースを提供、専門事業者による展示ブース造作支援。
会場出展料は不要。出展製品開発費、旅費、物品輸送費等は各自負担。）
■過去の展示会出展については下記参照
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/exhibition/#giftshow
■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/07/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E4
%BC%81%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%862022%E6%94%B9-1.pdf
■申込み問合せ
会社名（個人事業主の場合は屋号）、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
展示会への参加希望の有無をご記載の上、下記までお申込みください。
一般財団法人旭川産業創造プラザ企業支援グループ
TEL(0166)73-9210 E-mail：kigyoshien@arc-net.or.jp
************************************************************************
２．「あさひかわBizCafe」7/21（木）セミナー
************************************************************************
起業に必要な知識やノウハウを学ぶ、創業セミナー「あさひかわBizCafe」を
開催します。WEB開催：お手持ちのPCやスマホから参加ができます！
■日時
2022年7月21日（木）18:30から
■セミナー
足元を固めての創業スタート
社会保険労務士法人今井事務所
代表社員 今井 貴之 様
「社会保険労務士」から見た人材育成のポイントについて、日頃なかなか聞く
ことができない貴重な内容となっております。
お申し込みがまだという方は、ぜひ当財団ＨＰからお申込みください。

■主催
（一財）旭川産業創造プラザ
■申込入力フォーム
https://www.arc-net.or.jp/formbizcafe/
■ＷＥＢ開催について
申込者が、ご自身のＰＣやスマートフォンで視聴
※交流会、資料配布はございませんのでご了承願います。
■対象
・起業準備中の方、近い将来起業を考えている方、
起業間もない方、起業に関心のある方、事業承継する予定
の後継者の方、第２創業、新分野進出を検討中の方。
・年齢、性別、国籍、職業問わずどなたでも！（高校生、大学生も可）
■お問合せ先
一般財団法人 旭川産業創造プラザ
TEL ０１６６－７３－９２１０
FAX ０１６６－６８－２８２８
Email bizcafe@arc-net.or.jp
■2022年度のスケジュールはこちら↓
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/bizcafe/
チラシ（FAX申込書）はこちら↓よりダウンロードしてお使いください。
https://www.arc-net.or.jp/data/varioussupport/bizcafe_2022_02.pdf
************************************************************************
３．8/19締切 2022年度「夢づくり・ものづくり支援事業助成金」募集中！
************************************************************************
2022年度「夢づくり・ものづくり支援事業」を実施します。
■助成限度額・採択件数
・限度額
50万円以内（1案件）
・採択件数 9件程度（予算の範囲内）
■応募期間
2022年7月1日（金）～2022年8月19日（金）17時必着
※今年度は電子データのみによる受付となります。
■応募資格
道北地域（上川・留萌・宗谷）に主たる事業所を有し、6か月以上事業を行って
いる中小企業者・個人事業主かそのグループ。
■応募内容・対象となる産業分野
新製品・新技術等の開発及び開発後の事業化について明確な構想等があるもの。
可能性調査、ビジネスプランの検討、試作開発、販路拡大、生産性向上など、
調査段階から事業化段階のいずれの段階でも対象。
（例）産業機械・設備、IT、環境・エネルギー、自動車部品、建築・設備機器、
インテリア、食品、化粧品、ヘルスケア、介護用品等の分野における
新製品開発や販路拡大等の応募を期待しています。
■対象経費
諸謝金、旅費交通費、消耗品費、手数料、原材料費、機械装置費、印刷費、
通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料、外注加工費、負担金 等
■お問合せ先

一般財団法人 旭川産業創造プラザ
TEL ０１６６－７３－９２１０
FAX ０１６６－６８－２８２８
Email kigyoshien@arc-net.or.jp
■申請書等の関係書類はこちらのリンクよりダウンロードください。
https://www.arc-net.or.jp/varioussupport/monodukuriplan/
************************************************************************
４．旭川食品産業支援センターセミナー「微生物のコントロールのしかた」
************************************************************************
食中毒の防止は「つけない、増やさない、やっつける」。
でも、食材そのものからの汚染はどう防げば良いのでしょう？野菜類に潜む
微生物は洗浄や塩素殺菌ではあまり減らないのです。微生物は条件が良くなれば
一気に増殖します。「消毒した」と安心してしまうのは危険！ 食材の組み合わ
せを工夫したり、調味料を利用して増殖を抑える方法などをお話しします。
■開催日時
7月26日（火）１４：００～１６：００
■開催場所 旭川リサーチセンター ２F
(希望者に後日、YouTube配信します)
■講
師
旭川食品産業支援センター

センター長

研修室（旭川市緑が丘東１条３丁目）

浅野

行蔵

■チラシ
https://www.arc-net.or.jp/wpb/wp-content/uploads/2022/07/20220726.pdf
■お問合せ・お申込み
旭川食品産業支援センター（旭川産業創造プラザ内）
ＴＥＬ：（0166）68-2824
ＦＡＸ：（0166）68-2828
Ｅ-mail：fosup@arc-net.or.jp
◇関係機関からのお知らせ◇
************************************************************************
５．9/30締切「事業再構築補助金」第7回公募開始
************************************************************************
■※電子申請にあたっては、GビズIDの取得が必要です。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を
通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する「事業再構築
補助金」の第7回公募が開始されました。
■HP↓
https://jigyou-saikouchiku.jp/
※申請には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。
取得未了の方は、あらかじめＧビズＩＤプライムアカウント取得手続きを行って
ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/
■事業再構築の指針の手引き（重要）
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/shishin_tebiki007.pdf
■【公募期間】

公募開始：令和4年7月1日
申請受付：令和4年8月下旬～
応募締切：令和4年8月30日（金）18：00
■主要申請要件 補助額等
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo007.pdf
■ 補助金額
［通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円～2,000万円
【従業員数21～50人】100万円～4,000万円
【従業員数51人～100人】100万円～6,000万円
■ 補 助 率[通常枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
令和２年度補正予算「中小企業等事業再構築促進事業」は、中小企業庁より
採択され、中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構監督のもと
株式会社パソナが事務局業務を運用しています。
■問合せ
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/#c3_p4
************************************************************************
６. 7/22締切旭川しんきん創業アワード
************************************************************************
旭川しんきんでは、地域での事業に果敢にチャレンジし、他の模範となる創業
間もない事業者の方を表彰しております。
旭川しんきん創業アワード２０２２の募集が始まりました。
募集期間2022年7月22日（金）まで！要項、申込書は下記よりダウンロードして
お使いください。ご応募お待ちしております。
■チラシ↓
https://www.shinkin.co.jp/ask/content/files/2022/award2022.pdf
■募集要項↓
https://www.shinkin.co.jp/ask/content/files/2022/award_youkou.pdf
■申込書↓
https://www.shinkin.co.jp/ask/business/service14/index.html
※スクロールすると下方にあります。
■目 的
地域の活力を促す事業へ果敢にチャレンジし、優れた成果を残している方や
今後の成長が望める方など、他の模範となる創業間もない事業者の方を表彰します。
■対象者
・旭川地区・富良野地区で事業を営んでいる個人または法人の方で、概ね
創業後６ヶ月が経過し2年以内の方。
・過去に旭川しんきん創業アワードの各賞を受賞していない方。
※ 当金庫との取引有無は問いません。
■表彰基準
以下の項目を判断基準として表彰者を決定します。
・事業内容に新規性・革新性があること。
・事業の成長性が高く、将来性があること。
・地域経済の活性化に貢献していること。

■表彰内容
毎年度の表彰は3点以内とします。
・最優秀賞…１点（記念品と表彰状） 副賞30万円
・優秀賞……１点（記念品と表彰状） 副賞20万円
・応援賞……１点（記念品と表彰状） 副賞10万円
※表彰の該当が無い場合がございます。
※最優秀賞の該当が無い場合、優秀賞または応援賞を複数表彰する場合がございます。
■募集期間・表彰
・募集期間
2022年6月9日（木）～2022年7月22日（金）
・最終プレゼンテーションおよび表彰式
2022年11月（予定）
■お申し込み・お問い合わせ先
旭川信用金庫 課題解決推進部
〒070-8660 旭川市4条通8丁目
TEL 0166-26-1175／FAX 0166-25-8584
担当／佐藤 靖隆
************************************************************************
７．7/22締切 旭川ものづくり支援補助金募集
************************************************************************
旭川市では、製造業をはじめとする中小企業等の、新製品・新サービスの展開
に向けた取組や販路拡大に要する費用の一部を補助します。
■補助金の概要
補助の対象となる事業
新製品や新サービスを展開するために必要な試作開発や設備投資、販路拡大に
関する事業
■募集枠
(1)地域経済牽引企業創出枠
新製品や新サービスを展開するために必要な試作開発や設備投資等を実施
する事業
(2)販路拡大連携枠
国内外で開催される展示会等への出展や市場調査のほか、パッケージデザイン
のリニューアルなど販売促進活動を実施する事業
(3)情報発信ツール支援枠
ホームページ・カタログ・動画の制作やリニューアルなど、情報発信のため
の販売促進ツールの制作等を実施する事業
■採択件数
地域経済牽引企業創出枠5件程度、販路拡大連携枠5件程度、情報発信ツール支援
枠10件程度を予定。（予算の範囲内で採択件数は上下します。）
■採択の方法
学識経験者等から構成される審査会で申請書の書面審査を行い、その結果を踏まえ
て採択・不採択を決定します。
■補助率、上限額
補助率：補助対象経費の2分の1以内
上限額：(1)地域経済牽引企業創出枠:100万円以内
(2)販路拡大連携枠:100万円以内
(3)情報発信ツール支援枠:20万円以内

■募集期間
令和4年5月31日（火）から令和4年7月22日（金）17：00まで
■お問い合わせ先
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/502/d075399.html
旭川市経済部産業振興課
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号リサーチセンター2階
電話番号： 0166-65-7047 ファクス番号： 0166-65-7048
受付時間：午前8時45分から午後5時15分まで
（土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く）

************************************************************************
８. 8/1締切 令和４年度かみかわ６次産業化研修会 参加者募集
************************************************************************
上川管内では地域資源を活用した6次産業化による商品開発もさかんに行われて
おり、上川農業の魅力発信につながっています。
一方で6次産業化には、農業生産との両立や、販路拡大が進まないこと等、多く
の課題があり、2次・3次三業者等を交えた取組（＝効率的なアウトソーシング）
が望まれます。今回、アウトソーシングを活用して加工食品を販売している
農業者の講演や、商品開発に有益な情報提供、新たな販売方法を提供する事業者
の講演を通じて、6次産業化や新たな販路拡大の方法を学ぶための研修会を
開催します。
■日時 令和4年8月23日（火）13:00～15:00（12:30受付開始）
■会場 北海道上川総合振興局 2階204会議室（旭川市永山6条19丁目1）
■研修会内容
・「発信！交流！付加価値づくりからの販売促進」（仮）
講師：岸田農園株式会社
取締役 岸田一希氏
・「旭川食品産業支援センターの利用について」
講師：旭川食品産業支援センター
事務局次長 相原幸学氏
・「やさいバス北海道～生産者さんの声から始まる事業を目指して～」
講師：北海道コカ・コーラボトリング株式会社 新領域デザイン室
室長 三浦世子氏（やさいバス北海道 事務局長）
■参集範囲
上川管内の農業者、農業協同組合、食関連事業者、行政及び研究機関等
■参加方法
①会場参加
②ZOOMでの視聴（視聴のみに限られており、リアルタイムでの質疑応答はできません）
■申込方法（令和4年8月1日（月）まで）
以下の申込フォームからお申し込みください。
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=53ucZ1U0
※参加申込用紙からFAXでの申し込みも可能です。
https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/2/4/2/0/4/1/_/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E
7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8.pdf

──────────────────────────────────
※これまでいただきましたお名刺や，セミナーへの出席申し込みなどにより
いただきましたE-Mailアドレスをもとにお送りしています。
──────────────────────────────────
#.メールマガジン配信先変更・購読中止について
●お届けするE-Mailアドレスの変更や購読解除は次のところから行ってください。
https://www.arc-net.or.jp/mailmagazine/
★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊★＊☆＊★
一般財団法人 旭川産業創造プラザ
〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号
旭川リサーチパーク内
Tel:0166-68-2820
Fax:0166-68-2828
H P:https://www.arc-net.or.jp/
E-mail:arc-net@arc-net.or.jp
★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊☆＊★＊★＊☆＊★

