
 

ニュースリリース 

 

平成２９年６月２７日 

 

農商工等連携事業認定式開催について 

（㈱北彩庵 と 塚田卓也氏） 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 北海道本部（略称：中小機構北海道 所在地：札幌市 本

部長：戸田直隆）では、平成２９年６月９日に北海道経済産業局及び北海道農政事務所より「農

商工等連携事業」の認定を受けた、株式会社北彩庵と塚田卓也氏による事業の推進とＰＲを図る

ため、認定事業者及び関係機関と共に下記の通り認定式を開催します。 

 本事業は、塚田卓也氏の生産するコールラビ等の新たな野菜と乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を使

用し、㈱北彩庵が自社の漬け物製造ノウハウを活かし乳酸発酵の農産加工品（キムチ、千枚漬け、

ザワークラウト）を開発、製造し、販路開拓を進めるものです。 

本事業を通じ、新品種の栽培技術の確立、新商品の開発・販売等により、収益の安定化や生産

性の向上を図り、双方の経営課題の解決を目指します。 

中小機構では、本事業の早期事業化達成に向け、今後もフォローアップ支援を行う予定です。 

 

記 

 

 

（１）日 時：平成２９年６月３０日（金） １３時３０分～１４時３０分 

（２）場 所：地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

食品加工研究センター（北海道江別市文京台緑町５８９番地４） 

（３）参加者：(株)北彩庵、塚田卓也、北海道経済産業局、北海道農政事務所、北海道立総

合研究機構食品加工研究センター、中小機構北海道 等 

 

 

※農商工等連携事業の概要等は別紙資料をご参照下さい。 

※本リリース内容は、貴社内ご関係者にも適宜ご共有頂けますよう、お願い致します。 

 

＜中小機構について＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的な実施機関として中核的な役割を担う経済産業省所管の独立行政法人

です。全国９ヶ所に展開する地域本部を通じ、中小企業の発展と地域振興の実現に向け、創業や新事業展開、販路

開拓、海外展開、セーフティネットを含む経営基盤の強化をはじめとする中小企業の様々なニーズに対し、経営ア

ドバイス、共済制度、研修、ファンドを通じた資金提供など多様な支援メニューを揃えています。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部 

経営支援部 連携推進課 （担当者名：畠山、伊藤、一戸） 

住所：札幌市中央区北 2条西 1丁目 1番地 7ORE札幌ビル 6階 

電話：011-210-7472 

ホームページ：http://www.smrj.go.jp/hokkaido/ 



株式会社北彩庵 ＆ 塚田卓也 

農商工等連携事業認定式 

 

 

日 時：平成２９年６月３０日（金） １３時半～１４時半 

場 所：地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

 食品加工研究センター（北海道江別市文京台緑町５８９番地４） 

 

 

式 次 第 

 

１．開 会 

    開会挨拶        中小機構北海道                本部長       戸田 直隆 

 

２．挨 拶         株式会社北彩庵                   代表取締役会長  酒井 信男 

              塚田 卓也  

 

 

３．認定書授与       北海道経済産業局    産業部          次長          高橋  毅    様 

北海道農政事務所       事業支援課       課長        上河内 光秀 様 

 

４．来賓等挨拶      北海道経済産業局    産業部         次長          高橋  毅   様 

北海道農政事務所       事業支援課        課長        上河内 光秀 様 

                      （地独）北海道立総合研究機構 

食品加工研究ｾﾝﾀｰ                 所長         北川 雅彦  様 

 

５．認定事業の紹介    株式会社北彩庵                             久次米 和也 

 

６．HOKKAIDO株について （地独）北海道立総合研究機構  

             食品加工研究ｾﾝﾀｰ食品開発部発酵食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ    主査         中川 良二  

 

７．認定商品等の試食会 

    商品紹介       株式会社北彩庵                               久次米 和也 

 

８．決意表明       株式会社北彩庵                    代表取締役会長  酒井 信男 

 

９．閉会 

 

 

 

＊進行：中小機構北海道  

  



株式会社北彩庵 及び 塚田卓也 

農商工等連携事業認定式 出席者名簿(敬称略) 

 

 

＜ご来賓＞ 

北海道経済産業局       産業部           次長                   高橋 毅    

北海道農政事務所       生産経営産業部事業支援課  課長                上河内 光秀  

  

 

＜関係機関ご参加者＞ 

北海道経済産業局       産業部農商工連携課     第二係長                 比良 文香    

                             調査官            佐藤 篤 

北海道農政事務所       生産経営産業部事業支援課  六次産業化専門官           中島 忍  

  

 

＜認定事業者＞ 

株式会社北彩庵                      代表取締役会長              酒井 信男 

塚田 卓也 

 

 

＜連携参加者＞ 

北日本フード株式会社                   専務取締役          釜土 耕次 

（地独）北海道立総合研究機構 

食品加工研究センター                             所長             北川 雅彦 

食品開発部         部長               柳原 哲司 

                 食品開発部発酵食品グループ 主査               中川 良二 

 

 

＜支援機関＞ 

（独）中小機構北海道                      北海道本部長                戸田 直隆 

               経営支援部         部長                松尾 一久 

               経営支援部連携推進課       課長                一戸 一利 

                                課長代理              伊藤 敏騎 

                      主任                    畠山 紘平 

                                統括プロジェクトマネージャー 伊勢 珠樹 

                                チーフアドバイザー          前田 芳繁 



 農業者は、北海道の営農野菜としては初めて栽培するコールラビ、欧州でザワークラウト
の専用種として栽培されているジュビリー種のキャベツ栽培により、収益性の高い農産物
を計画的に増やすことが可能となる。
 中小企業者は、食品加工研究センターが保有している植物性乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の
使用と独自のノウハウにより、農産加工品の発酵までの時間を従来と比べて数週間程度を
短縮する等により、野菜の鮮度劣化を最小限に止めた新商品を開発し、生産性の向上を
目指す。新たな野菜や品種の使用で、従来品とは異なる食感、食味を有する商品を開発し
、スーパー、お土産物店、百貨店及び飲食店への販路を拡大を目指す。 

地域 北海道 札幌市 認定日 平成２９年６月９日 通巻番号 １ － ２９ － ０７１

植物性乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を使用した農産加工品の開発・製造及び販売

 連携体

農林漁業者 塚田 卓也（農業）

塚田卓也が生産する新たな野菜と乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を使用し、(株)北彩庵の漬け物製造ノウハウを活かした乳酸
発酵の農産加工品（キムチ、千枚漬け、ザワークラウト）を開発、製造及び販売を目指す。

有機肥料や自然由来の資材で高品質な穀類、野菜等の栽培技術を活かし、コールラビの本格生産に取り組む。 

 連携による効果

 代表企業等の連絡先

農林漁業者 ５年で約２７２万円の売上高増加。

中小企業者 ５年で約１，４２１万円の売上高増加。

企 業 等 名 ：
Ｔ Ｅ Ｌ ：
E - m a i l ： 

株式会社北彩庵
011-613-2080
kujime@excellent-g.jp 

所 在 地 ：
Ｆ Ａ Ｘ ：
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

北海道札幌市西区八軒１０条西９丁目１－４５
011-612-1323 
http://www.kitanihonfood.jp/group/03.html 

新品種「コールラビ」等の安定栽培技術、収益の安定化。

新品種や特定の乳酸菌を使用した発酵食品の開発、生産性向上。

(独)中小企業基盤整備機構北海道本部（法人番号 2010405004147）サポート機関等

 連携に当たっての課題や工夫等

 連携の経緯
塚田卓也は、平成１３年から北日本フード㈱（北彩庵の親会社）と契約栽培により原料野

菜を出荷する関係を構築。長年に渡る取引関係により北日本フードグループとの信頼関係
を構築し、本事業で使用する新たな野菜「コールラビ」等を契約栽培することとなり、㈱北彩
庵と連携するに至った。

中小企業者 (株)北彩庵（法人番号 5430001026830）（食料品製造業）

ＨＯＫＫＡＩＤＯ株やコールラビを用いたキムチ、千枚漬け等の漬け物を開発し、小売、土産物店等で販路を拡大する。 

（新規作物）コールラビ

③新たな作目や品種の特徴を活かした需要拡大 

（試作品）コールラビの漬物

連携参加者
北日本フード(株)（法人番号 8430001018858）
(地独)北海道立総合研究機構食品加工研究センター（法人番号 6430005006258 ）

 本連携事業において、植物性乳酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株の提供、加工技術や販路拡大をサポート。 

小売店 

土産物店 

百貨店 

飲食店 等 

連
携
体
 

【代表者】 

商品開発、製造技術、 
製造設備、販路 

(株)北彩庵 
（札幌市） 

商品開発・製造・販売 

【共同申請者】 

新たな農産物の安定供給 

塚田卓也 
（恵庭市） 

【連携参加者】 

菌株、加工技術の提供 

(地独)道総研食品加工
研究センター（江別市） 

原材料の供給 

販売協力、原料開発 

北日本フード（株） 
（札幌市） 
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