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インタークロス・クリエイティブ・センター（ICC）
札幌市白石区東札幌 5 条 1 丁目1-1
tel ▶ 011-817-8911

ICC 事務局

fax ▶ 011-817-8912

e-mail ▶ info@icc-jp.com

札幌映像機構（SAS）

url ▶ http://www.icc-jp.com
facebook ▶ https://www.facebook.com/Interxcross.Creative.Center

クロスガーデン

短編映画視聴スペース

ワーキングスペース

出入口

1F
ICC 公式サイト

Facebook
ワーキングスペースに興味のある方、各種イベントに参加
してみたい方、ぜひ一度、ICCへお越しください。
ICC公式サイト・Facebookにて、随時ご案内しております。

同じビジョンを持つ人々が札幌に集い
世界を先駆けるアイディアを共有し
時代を象徴するプロジェクトを創出する

インタークロス・クリエイティブ・センター 入居企業・団体
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株式会社グラッド
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GLAD Inc.

ホワイトフード株式会社

2F
D

WHITEFOOD, Inc.

有限会社 VAS
VAS Inc.

2001年、
イン夕一クロス・クリエイティブ・
センター (ICC) は、産業振興を大きな目
的としたクリエイター支援施設の先駆けと
して札幌に設置され、その後も全国的に
高い注目を浴びなから独自の活動を展開
しています。

マーケティングの企画・設計・デザイン・実施。
広告関連。インターネット関連ビジネス。
オウンド・アーンド・ペイドメディアの展開。
各地の生協との協働事業「住まいの学校・生協」。
EC サイト「北海道旬直」
（10 月中旬から）の運営。

お客様とご家族の健康を第一に、日本で最も厳しい放
射能検査と食品の安全基準を掲げ、0.5Bq/kg 以下の
商品のみを全国へお届けします。

デザイン：広告、パケージ、WEB、サインディスプレイ。
WEB：システム、
コンテンツ、
バスロケーション
「ドコイル」
開発・販売、各種アプリケーション、サーバー構築・管理。
コンテンツ：映像企画制作・写真撮影。クラフト：ノベ
ルティ企画・制作、木と磁石のオブジェ
「つっくん」制作・
販売。

TEL▶011-831-5656
URL▶https://www.glad.cx

TEL▶0120-963-590
URL▶http://www.whitefood.co.jp/

TEL▶011-374-5422
URL▶http://vas.co.jp/

2001 年より2012 年までは、IPビジネ
ス( 著作権ビジネス) を主軸としたコンテ
ンツ制 作が 新たな産 業となると仮 定し、
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株式会社グットジョブプロジェクト
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Good job project Inc.

施設が有するインキュベーション機能に

合同会社 MIERUNE

2F
G

MIERUNE, LLC.

株式会社ギガデザイン
Giga Design Inc.

より世界に通用するユニ一クなアイディア
を持つクリエイターの育成・輩出を行って
きました。クリエイターたちの活動は、映
像・音楽、登山、料理研究、メイクアップ

Business + Design
paper, web, movie, system, products

と多 岐に渡り、世 界 中 の 様々な分 野で
「SAPPORO」の価値を高めました。
2013 年より現在までは、コンテンツにて
ビジネスをするためには、クリエイターと

TEL▶011-598-6509
URL▶http://goodjob-pro.com/

企業が有機的なネットワークを構築しな

MIERUNE, LLC. は、最新技術を活用した様々な地
域課題の解決や産業活性化に貢献する事業を行ってい
ます。たとえば、お客様のデータや行政のオープンデー
タを用いてわかりやすい可視化を行ったり、オープンソー
スによるシステム開発をすることで、あたらしい問題解決
のお手伝いが可能です。

WEB サイト、EC サイト等の制作実績 200 サイト以上。
地元の中小企業から首都圏の上場企業、大手ポータル
サイトまで幅広くWEBサイト、ECサイト等の制作実績。
さらに SEO や楽天の運営支援、WEBコンサルティン
グまで。株式会社ギガデザインは、お客様の収益向上
にコミットする札幌市の WEB 制作会社です。

URL▶http://mierune.co.jp/

TEL▶011-887-0617
URL▶http://gigadesign.jp/

がらプロジェクトを創出することが必要不
可 欠であると仮 定し、プロジェクトのス
タートアップ支援・創造的プロジェクトの
ためのワークショップ・コンテンツ産業の
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No Maps 実行委員会
No Maps Committee
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株式会社 NewPeakFilm
New Peak Film Co., LTD.
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札幌ビジネスセッション実行委員会
SAPPORO Business Session

未来を考えるシンポジウム等を積極的に
開催しながら、常に新たなプロジェクトが
誕生することを目指しています。
質の良い「種」が 生まれ、肥 沃に耕され
た「土」を得て、美しく
「花」は咲き、豊か
な「実」を恩恵として還します。
札幌にて創造的産業に花を咲かせること
をミッションとして、ICC は歩んでいます。

「映像」
「音楽」
「インタラクティブ (IT 先端技術など)」3
つの分野およびその複合領域において、コンペティショ
ン、エキシビション、カンファレンス、ワークショップなど、
産業、学術、文化がクロスする、最先端なクリエイティブ
ビジネスの国際コンベンション。
TEL▶011-812-2000
URL▶http://no-maps.jp/

私たちは、藻岩山の小動物、知床のヒグマ、そしてジャ
ングルに生きる希少動物、大氷河など素晴らしい自然現
象を映像を通じ紹介します。その映像は、国内の有名
番組から海外の番組でも採用されています。4K 撮影
映像による極めて精細な美しさをぜひご覧ください。

年齢、性別、地位の垣根を取り払い、誰でも平行線で
ラフに繋がりビジネスに繋げることが出来るビジネス交
流会を札幌市の後援により開催。

TEL▶011-820-4350
URL▶http://www.newpeak.jp/

TEL▶011-598-9015
URL▶http://www.sapporo-bs.sakura.ne.jp/

