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本事例集について

近年，気候および海水温，海流の変化などの自然現象や，

中国や北朝鮮などの漁船による違法操業に伴うイカ不漁が全

国的に続いています。

本市の基幹産業である水産加工業は，その多くがイカを主

原料としていることから，市内の水産加工業者はイカ不漁に

伴う原材料不足や価格高騰により経営に深刻な影響を受けて

おり，実際に倒産する企業が現れるなど，今後の操業維持が

困難になるほどの危機的な状況となっていることから，市で

は各種支援策を講じています。

その一つとして，本市のイカ加工業者の経営安定化を図り，

「イカの街函館」としてのブランドを守るため，平成30年

度からイカ加工業者がイカ以外の原材料や未利用部位を利用

した新商品の開発・製造（魚種転換）をする際に，それに伴

い必要となる製造機械等の導入・改修費用を支援する「魚種

転換支援事業補助金」を実施しています。

活用実績は，初年度の平成30年度は５件，令和元年度８

件，令和２年度は10件と増加を続けており，一定程度，魚

種転換の取り組みが進んだものと考えております。

本事例集では，平成30年度・令和元年度の転換実績の主

な事例を掲載しておりますので，今後のさらなる魚種転換や

新商品開発にあたり参考になりましたら幸いです。



転換事例の一覧

事業者 転換魚種 導入機器 掲載

株式会社合食
（港町）

アマエビ ラック式乾燥機

有限会社三協印カトウ食品
（志海苔町）

コンブ
充填機
ブレンダー

長谷食品株式会社
（日乃出町）

タラ皮 ジェットオーブン

有限会社マルナマ食品
（日乃出町）

マツイカ
イカセパレーター
イカ下足・トンビ目
除去装置

株式会社ミキヤ
（亀田町）

エイヒレ 高速裁断機 Ｐ１

平成30年度 転換実績

事業者 転換魚種 導入機器 掲載

株式会社イチヨ水産
（大手町）

サバ 魚類裁割機 Ｐ２

三栄水産工業有限会社
（湯浜町）

カツオ 金属探知機

株式会社竹田食品
（浅野町）

タコ皮 Ｘ線検査機 Ｐ３

株式会社チガイチ青山
（入舟町）

ホタテ トンネルフリーザー

トナミ食品工業株式会社
（入舟町）

リンゴ 精密粉砕機 Ｐ４

山栄食品工業株式会社
（岐阜県岐阜市）

カツオ 真空包装機 Ｐ５

株式会社山北中村商店
（入舟町）

サバ 急速冷凍設備

有限会社ヤマチュウ食品
（花園町）

ブリ 横入れ真空包装機 Ｐ６

令和元年度 転換実績



転換事例の一覧

転換魚種 導入機器

アラゲキクラゲ タッチパネル型裁断機

アンコウ 焙焼機

カキ 超高速自動選別機

カラフトシシャモ スプレーコンベア

タコ ジェットオーブン

タコ 真空包装機

タコ 冷蔵設備

ヒラメ 全自動刺身スライサー

ホッケ
中型魚類裁割機
ピースカッター

ヨシキリザメ 急速冷蔵設備

令和２年度 申請概要
（決算前のため，事業者名は非公表としています。）

※あいうえお順で掲載しています。
便宜上，転換魚種名は全てカタカナ・一般名で表記しています。



エイヒレ

01
株式会社
ミキヤ

平成４年９月，亀田町14番12号
で創業。
主にイカ加工品を中心とした乾
燥珍味を製造しており，自社Ｐ
Ｂ商品のほか，大手コンビニエ
ンスストアを中心としたOEM製
造も展開している。

【主なイカ加工品】
あたりめ，さきいか など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

おつまみとしての一定の需要が期待できるエイヒレの加工品を企画。
イカとは堅さが異なるエイヒレを既存製品とは別のラインで衛生的
に加工するため，裁断機を新規導入した。
主に本州を中心に着実な販売実績を上げている。

１



サバ

02
株式会社

イチヨ水産
明治25年，豊川町25番３号で創
業。
昭和55年６月に海産物，鮮魚，
冷凍魚，干物の卸売業者として
㈱イチヨ水産を設立。
市場の新鮮な水産物のほか，
「いかマイスター仕込み」のイ
カ生珍味は物産展等でも人気。

【主なイカ加工品】
塩辛，粕漬，一夜干し など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

卸売業の経験を活かし，同社にとっては初となる魚類の開き加工を
計画。後の国産原料への切り替えも見据え，サバみりん干し製造の
ため魚類裁割機を導入した。後に一夜干しも製造し，ふるさと納税
の返礼品にも採用されるなど，主力商品の一つとなった。

２



タコ皮

03
株式会社
竹田食品

昭和59年５月，函館市吉川町１
番６号で創業。
首都圏への営業所設立やHACCP
認証取得等を経て，平成14年９
月に現社屋・工場を落成。
ＣＭを通じたＰＲにより，道外
の物産展等でも人気の生珍味
メーカー。

【主なイカ加工品】
塩辛，松前漬 など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

未利用部位であったタコの皮を活用したホルモン風の商品を企画。
海底に棲息し異物混入のおそれがあるタコ皮から確実に異物を除去
するため，新たな製造ラインにＸ線検査機を導入。厳しい品質管理
が求められる近年の状況下でも効率的な生産が実現できた。

３



リンゴ

04
トナミ食品工業

株式会社
昭和24年４月，利波水産加工所
として入舟町４番14号で開業。
イカをはじめとする函館港で水
揚げされた新鮮な水産物を工場
へ直送し，急速冷凍。
業務用から家庭用まで，幅広い
層の顧客ニーズに対応している
総合食品メーカー。

【主なイカ加工品】
いかｿｰﾒﾝ，イカ徳利 など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

新たな商品ジャンルとして離乳食や介護食を見据え，リンゴの皮に
含まれるペクチンなどの機能性成分を手軽に効率よく摂取できるよ
う，「焼きりんごすりおろし」を企画。バラつきのあるリンゴの品
質に応じ食感を微調整するため，高性能な精密粉砕器を導入した。

４



カツオ

05
山栄食品工業

株式会社
昭和30年１月，岐阜県で創業。
揚げ煎餅や豆類などのおつまみ
を中心としたメーカーであり，
追分町１番12号の函館工場では
イカなど海産物を原材料とした
乾燥珍味を製造。
HACCPよりも上位の品質管理基
準であるFSSC22000を取得し，
輸出への取り組みも盛ん。

【主なイカ加工品】
さきいか，チーズいか など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

国産の原材料として比較的入手が安定しているカツオに着目し，同
社が得意とするチーズとの組み合わせを企画。既存製品との平行生
産のため，独立した新たなラインに真空包装機を導入。国産材料・
道内生産の商品として道内外のスーパーへ納入されている。

５



ブリ

06
有限会社

ヤマチュウ食品
平成15年，函館市花園町25番３
号で創業。
生鮮・乾燥のイカ加工品や海藻
製品などのほか，奥尻町産の新
鮮なウニ・アワビを使用した製
品や各種だし調味料など，素材
を生かした幅広いジャンルの商
品を展開。

【主なイカ加工品】
のしいか，粕漬 など

転換事例

未 利 用 の 原 材 料 ：

海藻製品の強化として，近年道南での水揚げ量が急増しているブリ
と組み合わせた茶漬けの製造を企画。特有の臭みを低減させた乾燥
ブリと海藻を，具材の偏りを防ぎながらスピーディに袋詰めするた
め，横入れ真空包装機を導入した。

６



写真

写真

写真

写真

補助率
１／２

〇 函館市内に本社または工場を有
する

（平成２８年４月１日以降にイカ
を主たる原材料とした商品の製
造・流通実績がある中小企業等）

※詳細は裏面のほか募集
要項等でご確認ください。



〇 応募を検討される場合は，下記担当までご相談ください。

函館市経済部食産業振興課 「魚種転換支援事業補助金」担当

〒040-8666 函館市東雲町4番13号 電話:0138-21-3310

FAX：0138-27-0460

E-mail: bussan@city.hakodate.hokkaido.jp

※応募額が予算額に達した場合は，その時点で公募を終了します。

※新商品開発に伴うものに限ります。
※事業実施場所は，市内の事業所に限ります。

※新商品開発支援事業（補助率1/2上限100万円）は令和元年度で終了しました。

活用実績：0件


