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■北海道大学
　創成研究機構
　オープンラボラトリー

■北海道立総合研究機構
　道総研プラザ
　インキュベーションルーム

■北海道大学
　北キャンパス総合研究棟3号館
　オープンラボラトリー

■北海道大学
　北キャンパス総合研究棟6号館
　オープンラボラトリー

■北海道大学
　フード＆メディカル
　イノベーション国際拠点

写真提供／北海道大学

■北海道立総合研究機構
　工業試験場
　技術開発型インキュベーション施設

■中小企業基盤整備機構北海道本部
　北大ビジネススプリング

■産　■学　■官

■ノーステック財団
　北海道産学官協働センター
　（コラボほっかいどう）

近年、北大リサーチ＆ビジネスパークでは、
北海道大学等との共同研究、
大学発ベンチャーの起業、
中小企業の新事業展開の成果が現れてきており、
北キャンパスエリア内にある
各機関のインキュベーション施設等が
活用されておりますので、ご紹介いたします。

北大リサーチ＆ビジネスパーク内の
インキュベーション施設等



本学の研究戦略に基づく重点的な研究、部局横断的な研究、産業界との研究協力につながる研究および本
学の研究戦略に基づき、産学の連携を推進する、製品化・事業化を目指す応用、開発、実用化研究等を行うこ
とを目的としています。

〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西11丁目

所在地

事業概要

【目的】
（1）本学の研究戦略に基づく重点的な研究，部局横断的な研究，産業界との研究協力に繋がる研究
（2）本学の研究戦略に基づき，産学の連携を推進する製品化・事業化を目指す応用，開発，実用化研究等
【利用の範囲】
①競争的資金を用いて行う研究
②本学規程による共同研究契約を締結している研究
③本学規程による受託研究契約を締結している研究
④その他創成研究機構長が特に必要と認めた研究
※研究代表者は本学教員であること

入居条件

原則1年（通算5年を限度に更新可）

利用可能期間

料金

●駐車場：有り（応相談）　●事業活動：試作品まで　●面積：21～123㎡　
●設備：ドラフト、中央実験台（部屋による）　●インターネット：学内LANに接続可能

その他

■お問い合わせ先 ： 北海道大学 研究推進部 研究支援課 創成研究機構担当

入居目的別  （1）2,200円/月・㎡、 （2）3,000円/月・㎡　いずれも光熱水料別

〒001-0021 札幌市北区北21条西10丁目 TEL：011-706-9195
E-mail：sousei@research.hokudai.ac.jp　URL：http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris

指定無し

分野

審査有り

入居審査

8室

全室数

〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西11丁目

所在地

【１階】本学の研究戦略に基づく重点的な研究、部局横断的な研究、産業界との研究協力につながる研究お
よび本学の研究戦略に基づき、産学の連携を推進する、創薬・機能性食材に関連した製品化・事業化を目指
す応用、開発、実用化研究等を行うことを目的としています。
【2～4階】2～4階は、動物実験施設に位置付けられており、本学の研究戦略に基づき、動物実験により創薬・
機能性食材に関連した製品化・事業化を目指す応用、開発、実用化研究等を行うことを目的としています。

事業概要

【目的】
1.本学の研究戦略に基づく重点的な研究、部局横断的な研究、産業界との研究協力に繋がる研究
2.本学の研究戦略に基づき、産学の連携を推進する製品化・事業化を目指す応用、開発、実用化研究等
【利用の範囲】
①競争的資金を用いて行う研究　②本学規程による共同研究契約を締結している研究
③本学規程による受託研究契約を締結している研究　④その他創成研究機構長が特に必要と認めた研究
※研究代表者は本学教員であること

入居条件

【1～4階】原則1年（通算5年を限度に更新可）

利用可能期間

料金

●駐車場：有り（応相談）（北大構内入構証発行料2,000円/年）　●利用可能室数：【1階】2室、【3階】
動物飼育ケージ単位での利用（マウス、ラット、ウサギ）　●事業活動：試作品まで  ●面積：50㎡
●設備：ドラフト、中央実験台（部屋による）　●動物実験：あり。マウス65円/日、ラット・ウサギ125円/日
（本学と共同研究を行っている企業を対象）　●インターネット：学内LANに接続可能

その他

■お問い合わせ先 ： 北海道大学 研究推進部 研究支援課 創成研究機構担当

3,400円/月・㎡光熱水料別　※動物実験施設利用の場合、動物飼育・管理料を別途請求

〒001-0021 札幌市北区北21条西10丁目 TEL：011-706-9195
E-mail：sousei@research.hokudai.ac.jp　URL：http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris

創薬・機能性食品

分野

審査有り

入居審査

【1階】2室、【3階】動物飼育ケージ単位での利用

利用可能室数

北海道大学 
北キャンパス総合研究棟3号館オープンラボラトリー

北海道大学 
北キャンパス総合研究棟6号館オープンラボラトリー ▶詳細はこちら

▶詳細はこちら



〒001-0021 札幌市北区北２１条西１０丁目

所在地

本学の研究戦略に基づく重点的な研究、部局横断的な研究、産業界との研究協力につながる研究および本
学の研究戦略に基づき、産学の連携を推進する、製品化・事業化を目指す応用、開発、実用化研究等を行うこ
とを目的としています。

事業概要

【目的】
（1）本学の研究戦略に基づく重点的な研究、部局横断的な研究，産業界との研究協力に繋がる研究
（2）本学の研究戦略に基づき、産学の連携を推進する製品化・事業化を目指す応用、開発、実用化研究等
【利用の範囲】
①競争的資金を用いて行う研究
②本学規程による共同研究契約を締結している研究
③本学規程による受託研究契約を締結している研究
④その他創成研究機構長が特に必要と認めた研究
※研究代表者は本学教員であること

入居条件

原則1年（通算5年を限度に更新可）

利用可能期間

指定無し

分野

審査有り

入居審査

80室

全室数

料金

●駐車場：有り（応相談）（北大構内入構証発行料2,000円/年）　●事業活動：試作品まで　
●面積：23-185㎡　●設備：ドラフト、中央実験台（部屋による）　●インターネット：学内LANに接続可能

その他

■お問い合わせ先 ： 北海道大学 研究推進部 研究支援課 創成研究機構担当

北海道大学 
創成研究機構オープンラボラトリー

入居目的別  （1）2,300円/月・㎡、 （2）3,000円/月・㎡　いずれも光熱水料別

〒001-0021 札幌市北区北21条西10丁目 TEL：011-706-9195
E-mail：sousei@research.hokudai.ac.jp　URL：http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris

8室

▶詳細はこちら

指定無し

分野
審査有り

入居審査
４１室

全室数

〒001-0021 札幌市北区北21条西11丁目

所在地

家庭を核とした食・医融合によるゆるぎない健康生活の実現に向けて、食、情報、創薬・医療関連の民間企業
群や国内外研究機関等と連携し、関連事業の創出を行うことを目的としています。

事業概要

１．事業目的を達成するために北海道大学（以下「本学」という）が認めた以下の者
　（1）本学の教職員その他これに準ずる者
　（2）企業関係者
　（3）自治体関係者 
２．利用目的には以下の活動が含まれていなければならない
　（1）産業界との共同研究及びその成果の実用化促進のための活動
　（2）産学連携による人材育成のための活動
　（3）本学が主催、共催又は後援する会議、行事等
　（4）その他管理運営責任者が特に認めた活動

入居条件

原則５年以内（延長可）

利用可能期間

料金

●駐車場：有り  ●インターネット：学内ＬＡＮに接続可能

その他

■お問い合わせ先 ： 北海道大学 産学・地域協働推進機構 フード＆メディカルイノベーション推進本部

研究室・実験室3,000円／月・㎡、光熱水料別

〒001-0021 札幌市北区北21条西11丁目 TEL：011-706-9602
E-mail：office@fmi.hokudai.ac.jp　URL：http://www.fmi.hokudai.ac.jp/

北海道大学
フード＆メディカルイノベーション国際拠点 ▶詳細はこちら



〒060-0819 札幌市北区北１９条西１１丁目

所在地

本道における新たな産業や事業の創出を図るため、工業試験場の技術支援を受け、あるいは工業試験場と共
同研究を行う、技術開発型の創業、第2創業などを目指している個人・企業を対象として、インキュベーション
ルームを貸与し、研究開発に必要な技術支援を行うことを目的としています。

事業概要

次のいずれかに該当すること。 
1. 道内での新規創業をめざし、新たな製品開発に取り組む個人・企業等
2.新たな製品開発に取り組む創業まもない道内中小企業等
3. 新規事業分野展開のため、従来の事業製品と異なった新たな製品開発に取り組む道内中小企業または
 　社内ベンチャーグループ等
4. 特定研究開発テーマで工業試験場と共同研究等を行い、新たな製品開発に取り組む道内中小企業等

入居条件

原則1年（最大3年まで更新可）

利用可能期間

料金

●駐車場：有り（無料）　●事業活動：試作品まで　●面積：19.5㎡　●設備：なし　●動物実験：研究
の内容等に応じて要相談　●インターネット：屋内工事で接続、各自ＮＴＴと契約（専用回線は個別契約）

その他

■お問い合わせ先 ： 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 ものづくり支援センター

室料免除、共益費（電気料・上下水料・暖房料）として月12,000円／室（概算）

〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目　TEL：011-747-2348　FAX：011-726-4057
E-mail：iri-sodan@ml.hro.or.jp   URL：http://www.iri.hro.or.jp/gijyutu/incubation/index.html　
※北海道立総合研究機構 食品加工研究センター（江別市文京台）「インキュベーションスペース」
　TEL：011-387-4111（代表）　FAX：011-387-4664　E-mail：food-chousei@hro.or.jp

指定無し

分野

審査有り

入居審査

2室

全室数

指定無し

分野
審査有り

入居審査
4室

全室数

〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目

所在地

道総研では研究開発や事業化に向けた共同研究等を促進するため、国立大学法人北海道大学及び企業等
へ、北海道総合研究プラザ内のインキュベーションルーム（貸しラボ）を提供し、研究開発等に必要な支援を
行っています。

事業概要

次の①～③のいずれかに該当する方を対象とします。
①北海道大学からの推薦による北海道大学所属の研究者及び北海道大学所属の研究者と共同研究を
　実施している企業等
②道総研又は北海道大学と共同研究等を実施している企業等
③その他、資産管理責任者が特に必要と認めた者

入居対象者

原則1年以内（更新延長可能）

利用可能期間

料金

●駐車場：有り（要相談）　●面積：57.2㎡　●設備：クリーンルーム付（ラボ2）、クリーンルーム・暗室付
（ラボ3）、ドラフトチャンバー付（ラボ4）　●承認された場合は、別に定める「固定資産の使用許可」及び「実
施計画書」等の書類の提出が必要

その他

■お問い合わせ先 ： 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 連携推進部連携推進グループ

120,000円程度/月（光熱水費代別途）

申請書類
使用許可申請書、住民票抄本（又は登記簿謄本）ほか

〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目　TEL：011-747-0200　FAX：011-747-0211
E-mail：hq-soudan@hro.or.jp   URL：http://www.hro.or.jp/support/equipment/incubation.html

北海道立総合研究機構
工業試験場技術開発型インキュベーション施設

北海道立総合研究機構
北海道総合研究プラザ インキュベーションルーム ▶詳細はこちら

▶詳細はこちら



指定無し

分野
審査有り

入居審査
31室

全室数

〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目2

所在地

北海道大学をはじめとした大学・研究機関等との連携（共同研究開発、技術指導など大学等の知的財産の活
用）による、中小企業等の新たな事業展開（起業、技術・製品開発など）を支援し、入居者の事業化達成による
新事業・新産業の創出を目的としたインキュベーション施設です。

事業概要

本事業の目的に則し、以下のいずれかの者で、賃料支払いの可能な方
1.北海道大学等（以下「大学」という）の研究成果の活用または大学との連携（連携しようとする者を含む）に　
　より、新たな事業展開を図ろうとする者であって、以下の（1）から（3）の何れかに該当する者
　（1）大学発ベンチャー
　（2）自らの研究成果をもとに起業しようとする大学の研究者、学生
　（3）大学研究者等と連携（共同研究や技術指導等）する、もしくは連携しようとする、個人、ベンチャー企業　
　　 （社内ベンチャー含む）、中小企業等
2.入居者及び地域企業の事業を支援、または、利便を供する個人及び企業

入居条件

最大5年（終了後2年以内の再契約可）

利用可能期間

料金

●駐車場：2,160円/台（消費税込）※居室面積により台数を割り当て　●事業活動：製品生産、出荷可
能 ●面積：25-53㎡　●設備：なし　●動物実験：可能※但し、マウス、ラット等の小動物まで。また、施設
内での飼育、繁殖は不可。　●インターネット：北大と共同研究の場合、北大の学内LANに接続可能、各自契約

その他

■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 北大ビジネス・スプリングIM室

3,240円/月・㎡（共益費、消費税込）光熱水料別

補助制度
北海道及び札幌市による賃料補助制度あり（要件有り。補助率は、居室の使用形態、賃貸年数により異なる。）

〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目2　TEL：011-728-8686　FAX：011-728-8687
URL：http://www.smrj.go.jp/incubation/ho-bis/

中小企業基盤整備機構北海道本部
北大ビジネス・スプリング ▶詳細はこちら

〒001-0021 札幌市北区北２１条西１２丁目

所在地

企業が大学等の研究成果を活用するために設置された産学官共同研究施設です。施設内で実施される
産学官共同研究が効率的に推進し、研究成果が早期実用化・事業化が実現されるよう支援を行います。

事業概要

1. 産学官共同研究の企画・実施に係る事業
2. 事業化に関する共同研究の実施に係る事業
3. 上記に関連する事業を実施する、以下に掲げる産学官の者とする。
　産：財団の会員および財団が認めた企業・団体など
　学：国公私立大学、短期大学、高等専門学校など
　官：国公設試験研究機関、国、地方公共団体等の行政機関など"

入居条件

コラボ運営委員会（ノーステック財団内部委員会）による審査有り

入居審査

●食品、バイオ系　●食関連機器システム系　●環境、リサイクル系　●住、生活関連系
●健康、福祉系　●情報通信系

分野

■お問い合わせ先 ： 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）総務企画部
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目  TEL：011-708-6525　FAX：011-708-6529
E-mail：info@noastec.jp　URL：http://www.noastec.jp/web/collabo/index.html

交流スペース

原則３年（延長可）

利用可能期間

●駐車場：有り（応相談）　●事業活動：製品生産、出荷可能　●面積：23.7-103.5㎡　●設備：ドラ
フトチャンバー付居室あり、重量機器設置室あり　●動物実験：不可。（北大と共同研究を行う企業は北大
施設が利用可能）　

その他

上限600,000円/年（最大3年間まで）

補助制度

2,542円/月・㎡（消費税込）光熱水料別

料金

11室

全室数

▶詳細はこちら

ノーステック財団
北海道産学官協働センター（コラボほっかいどう）



地下鉄南北線
北24条駅

地下鉄南北線
北18条駅

●北20条東門

●北13条門

地下鉄南北線
北12条駅

地下鉄南北線
さっぽろ駅

環状通

北8条通

至千歳→

←至小樽

●正門

●薬学部

　●
北海道大学病院

　●　
高等教育推進機構

●歯学部

平成ポプラ並木

●
工学部

　●
医学部

　●
獣医学部

●北海道武蔵
　女子短期大学

創成科学研究棟

ＪＲ札幌駅

●
札幌
工業高校

バス停
「北21条西15丁目」

車両通行止

環状通エルムトンネル

理学部●

農学部●

ＪＲ桑園駅

ＪＲ函館本線・学園都市線

●文学部

教育学部
●

●法学部

●経済学部
事務局
　●

●
中央ローン

↑
至
麻
生

↓至真駒内

西
5
丁
目
樽
川
通

石
山
通

●

ポプラ並木

北海道大学

●クラーク像

構内循環バス（業務用）

新
川
通

ACCESS アクセス
● 創成研究機構プロジェクト研究部門
● 産学・地域協働推進機構

フード＆メディカルイノベーション国際拠点

次世代物質生命科学研究センター
（2F 北極域研究センター）

シオノギ創薬イノベーションセンター

北海道立衛生研究所

北大ビジネス・スプリング
（中小機構）

コラボほっかいどう（ノーステック財団）
北大リサーチ＆ビジネスパーク
推進協議会事務局

地質研究所

本部
(道総研プラザ) 動物医療センター

環境科学研究センター
人獣共通感染症
リサーチセンター

獣医学部

低温科学研究所

電子科学研究所

創成科学研究棟
（創成研究機構・触媒科学研究所・
電子研ナノテクノロジー研究センター）

生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター

北海道立総合研究機構

北海道大学北キャンパスエリア

工業試験場

■JR（快速エアポート）／40分
■高速バス／約80分

※JR札幌駅北口より■タクシー／約15分

■地 下 鉄／南北線乗車約3分 
　　　　　 「北18条駅」下車 　 徒歩 約20分

■中央バス／北桑園線［西51］
　　　　　 「札幌駅前」バス停　乗車 約15分
　　　　　 「北21西15」下車　  徒歩 約  5分

JR札幌駅

北大リサーチ＆ビジネスパーク

新千歳空港



平成31年3月 改訂

［事務局］
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）

〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう
TEL： 011-708-6536　FAX： 011-747-1911
E-mail： info_r@hokudai-rbp.jp　URL: http://www.hokudai-rbp.jp/

●北海道大学　●北海道　●札幌市
●北海道経済連合会　
●北海道経済産業局　●北海道開発局
●地方独立行政法人北海道立総合研究機構
●国立研究開発法人科学技術振興機構
●国立研究開発法人産業技術総合研究所北海道センター
●株式会社日本政策投資銀行北海道支店
●独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部
●公益財団法人北海道科学技術総合振興センター

北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会
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