平成２４年度補正 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
２次公募 採択一覧
（受付番号順）
受付番号 都道府県

事業者名

事業計画名

認定支援機関

1 01210218

北海道 株式会社森機械製作所

高速マシニングセンタ導入により低価格製品の生産

佐呂間町商工会

2 01210219

北海道 有限会社石井鉄工場

「コンピューター制御自動積み込み大根収穫ロボット」

旭川信用金庫

3 01210220

北海道 株式会社三由農機製作所

CNC旋盤導入による切削加工の高度化

北海道銀行

4 01210221

北海道 株式会社タイヨー製作所

衛生的再生機能を有する連続式食品ダイスカッターの開発

奥山昌弘税理士事務所

5 01210222

北海道 株式会社シティ・サービス

高品質なリサイクルペレット製造に向けたプラスチック押出機タンデム化
朝日税理士法人
事業

6 01210223

北海道 正和電工株式会社

移動可能な「駆除シカの分解処理装置」の開発と試作

北海道銀行

7 01210224

北海道 伊藤製缶工業株式会社

プラズマ自動切断機導入による生産効率向上とコスト競争力強化

北洋銀行

8 01210225

北海道 サンマルコ食品株式会社

原料馬鈴薯の洗浄選別処理における品質向上と省力・省資源化事業

北洋銀行

9 01210239

北海道 株式会社道央メタル

異材溶接技術を活用した、カートリッジ式濾過フィルターの試作開発

北海道銀行

10 01210244

北海道 旭イノベックス株式会社

パネルヒーターの梱包材自動加工機の開発と導入

北海道中小企業総合支
援センター

11 01210247

北海道 伸和機型株式会社

型製造の「工程省略化によるローコストシステム」構築事業

北洋銀行

12 01210249

北海道 株式会社池田歯車製作所

歯車精度測定機のソフトユニット改造

北洋銀行

13 01210252

北海道 株式会社田中工業

鋳造製品の高品質化及び高効率生産のための「コンカレント生産システ 北海道中小企業総合支
ム」構築事業
援センター

14 01210253

北海道 ホクダイ株式会社

自動車用アルミダイカスト部品の金型開発と最新電気保持炉導入による
北海道銀行
試作開発

15 01210255

北海道 ウエハラ産業株式会社

16 01210256

北海道 有限会社装研産業

17 01210257

北海道 株式会社竹原鉄工所

鉄骨製品製造工程の生産力増強に向けての先進製造設備導入による
高度生産ラインの構築

佐藤友昭税理士事務所

18 01210258

北海道 株式会社土谷製作所

酪農設備の異常監視および貯乳量等の遠隔監視システムの開発

北洋銀行

19 01210259

北海道 株式会社北日本工業所

ワイヤーメッシュ技術向上のための設備導入計画

北陸銀行

20 01210260

北海道

21 01210262

北海道 株式会社アンタス

野生動物の行動把握調査を大幅に省力化する映像スマートロガーの試 北海道中小企業総合支
作開発
援センター

22 01210263

北海道 株式会社電通システム

「老人ホーム向け簡易取付型・安否確認小型無線センサーユニット開
発」

北洋銀行

23 01210266

北海道 サンプラント有限会社

植物工場による高機能性スプラウトの安定生産システムの開発

札幌信用金庫

24 01210267

北海道 渡島冷蔵株式会社

噴火湾産未利用バイオマスを用いた低コスト高歩留り魚肉加工素材の
製造

渡島信用金庫

25 01210269

北海道 株式会社サンテック

切削加工技術の高度化による製材加工機械部品の小口・短納期生産化
旭川信用金庫
に向けた生産プロセスの強化

26 01210276

北海道 ノブタ農機株式会社

オーダーメイド型選別機の開発と短納期化のためのＮＣプレスブレーキ
帯広信用金庫
の導入

27 01210277

北海道 有限会社佐久間鉄工

高性能バンドソーマシン導入による切削技術の高度化と生産リードタイ
ムの短縮

鉄骨用高低速ショットブラスト装置導入により「長期耐久性塗膜の向上」
に対応するとともに、取引先からの低価格化、短納期化のニーズに応え 室蘭信用金庫
ることによる事業規模の拡大
北海道中小企業総合支
災害派遣用・被災者支援用太陽光発電テントの試作開発
援センター

オホーツク・ショコラッティエ株 地域特産物を利用したチョコレート生産の小規模工場システムの開発と
砂原政広
式会社
新製品の試作

室蘭信用金庫

28 01210278

北海道 株式会社Trees Network

医療MRI室向け電磁シールド機能を有する窓及び自動ドアの試作品開
発

北洋銀行

29 01210279

北海道 オサダ農機株式会社

「金庫型熱風焼付乾燥炉」の導入による生産効率性の向上と塗装作業
環境の改善事業

北海道銀行

30 01210280

北海道

31 01210281

北海道 札幌高級鋳物株式会社

32 01210282

北海道

33 01210283

北海道 株式会社山下水産

二次発酵抑制による鮮度保持「本造り製法いずし」の試作開発

北海道銀行

34 01210285

北海道 北海教材木工株式会社

木工用レーザー彫刻機導入による生産体制の強化および製品の高付
加価値化

北見信用金庫

35 01210290

北海道 有限会社CAMセンター

ロボット制御用CAD/CAMソフト導入によるロボット制御プログラムの試
作開発および業種拡大

北洋銀行

36 01210291

北海道 北見情報技術株式会社

3Dプリンターを活用した低価格な小規模事業者向け複合型レジスターの
北見信用金庫
開発

37 01210292

北海道 寿機械株式会社

冷間プレス部品加工の短納期等を目的とした高性能マシニングセンター
北洋銀行
の導入

38 01210293

北海道 グリーンテックス株式会社

未熟な堆肥を完熟堆肥にする『戻し堆肥用発酵促進剤』の試作開発

留萌信用金庫

39 01210294

北海道 株式会社北海道メタルアート

精密機械部品等をCNC自動旋盤機の導入による生産システムの革新

春野会計事務所

40 01210298

北海道 サンエイ工業株式会社

国際標準ISOBUSに対応したポテトハーベスターの試作開発

北海道銀行

41 01210301

北海道

42 01210305

北海道 三和サービス株式会社

導入コスト削減と操作性向上を目指す懸架式散水ロボットの開発

北海道銀行

43 01210307

北海道 株式会社リナイス

鮭頭部表皮由来の皮膚型プロテオグリカン含有新規コラーゲンの開発

北洋銀行

44 01210308

北海道 十勝バイオ環境株式会社

畜産及び事業所排水処理の汚泥分離方式の改良及び連続処理装置の
帯広信用金庫
開発

45 01210309

北海道 日本動物特殊診断株式会社

乳牛用発酵飼料の品質管理の為の分析キット開発

北洋銀行

46 01210310

北海道 株式会社ケイ・アイ・ディ

高付加価値商品（ワサビ）の製造を行う省エネ型（雪冷房活用）植物工
場の開発事業

北洋銀行

47 01210314

北海道 空知単板工業株式会社

縦突きスライサーを用いた北海道産厚突き単板仕様フローリングの開発 北洋銀行

48 01210318

北海道 北日本環境エナジー株式会社 各種有機性廃棄物を混合処理する高効率メタン発酵前処理槽の開発

49 01210319

北海道 株式会社水野染工場

半纏（はんてん）染色のための厚地生地テキスタイルプリンターと生地前
北陸銀行
処理剤の開発

50 01210320

北海道 株式会社べつかい乳業興社

冷凍庫容量アップによるアイスクリーム等の冷凍商品の製造・販路拡大 大地みらい信用金庫

51 01210321

北海道 株式会社オーシャン

海外輸出向けラーメン商材の製造と物流プラットフォームの構築

北洋銀行

52 01210322

北海道 五嶋金属工業株式会社

高出力レーザ加工機導入による工程省略と生産リードタイムの短縮

室蘭信用金庫

53 01210323

北海道 清水鋼鐵株式会社

ビレット（鋼塊）質量管理精度向上を目的とした秤量機の設置

北洋銀行

54 01210324

北海道 システムバンク株式会社

スマートデバイス組み込みの看護師勤務表自動作成・管理システムの
開発

北洋銀行

55 01210327

北海道 有限会社ミヤタ技研工業

高性能NC旋盤導入による切削加工技術の高度化と生産リードタイムの
室蘭信用金庫
短縮

56 01210331

北海道 北海道内田鍛工株式会社

架線金物のプレス加工に於けるワーク搬送ロボットの導入によるコスト
低減

北海道銀行

57 01210336

北海道 株式会社總北海

PPフィルムの熱圧着による印刷物表面加工の内製化

川口幸三税理士事務所

株式会社グローバル・コミュニ コンティニュア機器とデジタルペン対応小型サーバの機能を統合した、
ケーションズ
医療・在宅連携を支援するサービス機器及び組込ソフトウェア開発

乙部町商工会

アルカリフェノール造型法、球形人工砂の活用と内部欠陥評価による耐 北海道中小企業総合支
熱鋳鋼品の高品質化
援センター

株式会社グリーン&ライフ・イノ
乳牛の健康管理に役立つモニタリング機器の試作開発
ベーション

株式会社札幌デンタル・ラボラ CAD/CAMを用いた保険歯科製品の鋳造プロセス構築及び歯科ネット
トリー
ワーク化

北海道中小企業総合支
援センター

商工組合中央金庫

士幌町商工会

58 01210337

北海道 ワコオ工業株式会社

大型プラントにおける高圧容器マンホール及び弁シール部の「自動切削
北洋銀行
機」の開発

59 01210338

北海道 株式会社残間金属工業

建築物の耐震化工法に係る技術導入による低コスト短納期化生産体制
釧路信用金庫
の構築

60 01210339

北海道 工房ペッカー

3D極彩色寄木技術を用いたインテリア製品の試作開発と新規市場の開
北見信用金庫
拓

61 01210340

北海道 株式会社石井鉄工

高性能レーザー加工機の導入による、高精度加工技術の確立

62 01210342

北海道 株式会社カンディハウス

特注家具製造ラインの増産・短納期化のための5軸制御NC加工機の導 税理士法人中央総合会
入
計

63 01210346

北海道 シオン電機株式会社

複数の自然エネルギーの高効率利用システム装置の商品開発

64 01210347

北海道 寺岡ファシリティーズ株式会社 太陽光発電自動ドアシステムの試作開発と実用化

北洋銀行

65 01210349

北海道 株式会社ホクドー

ヒアルロニダーゼを用いたイヌ椎間板ヘルニア治療剤の開発

北海道銀行

66 01210350

北海道 株式会社三好製作所

保冷材とペルチェ冷却装置を用いた食品輸送用ハイブリッド保冷容器の
室蘭信用金庫
開発

67 01210351

北海道 SOCブルーイング株式会社

地場産の小麦「ハルユタカ」を活用したビールの生産力強化

札幌信用金庫

68 01210352

北海道 株式会社キメラ

高精度・高効率な燃料電池用セパレ－タ金型部品の切削技術・試作研
究開発

北海道中小企業総合支
援センター

69 01210355

北海道 J建築システム株式会社

住宅の省エネ化促進を目的に実施容易な新断熱診断システムの開発と
北海道銀行
商品化

70 01210357

北海道 草野作工株式会社

未利用バイオマスの微生物発酵による医療・化粧用バイオセルロース
シート（BC）の成型・加工技術の開発

71 01210358

北海道 合同化成株式会社

チューブ特殊製袋機導入による多品種生産と短納期化体制構築の設備
北洋銀行
投資

72 01210359

北海道 トルク精密工業株式会社

自動車産業分野への参入促進に向けた低コスト・高信頼・高品質部品製 北海道中小企業総合支
造システムの構築
援センター

73 01210360

北海道 有限会社向畑製作所

金型製作の短納期化を目的とした新型ワイヤーカット放電加工機の導
入

74 01210363

北海道 株式会社ヤマオ

北の「やまわさび」無添加生すりおろし加工の５倍生産増強設備の導入 北海道中小企業総合支
による海外市場への進出
援センター

75 01210365

北海道 株式会社ほんま

北海道産原材料使用低カロリー・健康志向あんドーナツ試作開発

76 01210368

北海道 旭川機械工業株式会社

チップソーを用いた小型CNC木工旋盤の実用化に向けた開発及び生産
北洋銀行
効率の向上

77 01210369

北海道 株式会社いさみや

下面横式バンドソーを用いた省資源対応型家具の新規開発

78 01210370

北海道 株式会社ノーザン

業界初ウッド融合型薄型LED発光文字サインの試作開発及びレーザー
商工組合中央金庫
カット超薄型LED文字の工期短縮化

79 01210372

北海道 有限会社アドナイ

ナチュラルチーズの新製品開発と生産能力強化を目的とした製造設備
の増設

北海道銀行

80 01210373

北海道 清水勧業株式会社

息や風、人などに反応して、ロウソクのように揺らぐＬＥＤ照明の事業化
開発

北洋銀行

81 01210374

北海道 株式会社菅製作所

原子層堆積装置の試作開発と成膜テストサービス事業

ZION株式会社

82 01210378

北海道 昭和木材株式会社

木造住宅構造軸材の加工の自動化

北陸銀行

83 01210383

北海道 有限会社ろまん亭

真空調理によるチョコレートラインナップの強化と海外輸出

税理士法人むらずみ総
合事務所

84 01210385

北海道 金滴酒造株式会社

高品質清酒醸造の為の製造設備の新規導入

税理士法人むらずみ総
合事務所

85 01210392

北海道 株式会社イークラフトマン

牛の体温データをリアルタイムに集配信するクラウド型データ管理システ
北洋銀行
ムの開発

86 01210393

北海道 株式会社ファイバーゲート

次世代通信規格対応WIFIルーターおよび高性能マーケティング機能を
実現する組込みソフトウェアの開発

札幌中央会計

87 01210394

北海道 有限会社サクラ工芸

紙器・段ボール什器の設計から量産までの短期化の実現

税理士法人むらずみ総
合事務所

税理士法人小城会計事
務所

北洋銀行

北海道銀行

札幌信用金庫

北洋銀行

旭川信用金庫

株式会社ジーンテクノサイエン
抗体医薬品細胞株及び原薬の試作
ス

88 01210395

北海道

89 01210396

北海道 株式会社ズコーシャ

タブレット端末による可変施肥制御用組み込み型ソフトウェアの開発

帯広信用金庫

90 01210400

北海道 株式会社C&R

管理型最終処分場におけるカルシウム含有浸出水処理技術の開発

厚真町商工会

91 01210404

北海道 株式会社だるま食品本舗

「たまふくら大豆」と「がごめ昆布」を活用した昆布納豆の試作開発及び
発酵条件と保存性の試験研究

北洋銀行

92 01210408

北海道 株式会社食の科学舎

セル技術製法によるピューレ少量生産工程の確立

藤本康男税理士事務所

93 01210410

北海道 株式会社エルムデータ

防災に向けた低ランニングコスト型大容量データ伝送装置の試作開発

北洋銀行

94 01210411

北海道 株式会社カネトイチ土門商店

身欠きニシンの長期保存技術と流通コスト低減、販路拡大ための試作
開発

小樽信用金庫

95 01210413

北海道 株式会社AEIINTERWORLD

北海道食材を活用した付加価値 加工食品製造の生産性強化

吉岡経営センター

96 01210415

北海道 株式会社トーワ建設

環境復元資材 新機能性土壌改良剤の研究開発、販売

旭川信用金庫

97 01210417

北海道 マルキ平川水産株式会社

輸出向け生ウニの鮮度向上による海外販路拡大のための先端加工技
術導入

近藤雄一税理士事務所

98 01210421

北海道 株式会社オノデラ

ポリカーボネート材の締結による除雪用プラウの機能性向上技術の試
作開発

旭川産業創造プラザ

99 01210425

北海道 株式会社新電機製作所

静電（帯電）式紛体塗装装置の導入による環境、作業効率の向上及び
収益現の多様化を目指す

室蘭信用金庫

未利用海藻ミルの培養技術確立と安定した機能性成分抽出法の確立

藤本康男税理士事務所

二次発酵工程の改善によるバーク堆肥製造安定性の向上及び高品質
化事業

士幌町商工会

株式会社GEL-Design
株式会社医学生物学研究所

北斗税理士法人

100 01210426

北海道

101 01210430

北海道 森産業株式会社

102 01210431

北海道

103 01210434

北海道 ジャパンアグリテック株式会社 新品種椎茸菌を用いた長期鮮度保持椎茸と機能性食品原料の開発

大林税理士事務所

104 01210436

北海道 角川建設株式会社

微生物を活用した汚水処理システムの試作開発

別海町商工会

105 01210439

北海道 株式会社美深振興公社

新規微生物・植物濾過法を用いた循環型チョウザメ陸上養殖

北洋銀行

株式会社バイオマスソリュー
ションズ

食品製造副産物を原料に製造した有機肥料の造粒化による高付加価値
北海道銀行
化事業

