平成２５年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
２次公募 採択案件一覧（１３２件）
(受付番号順)
受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

1 2501210630

北海道

株式会社札幌セーコー

薄型徘徊感知マットセンサの開発

北洋銀行

2 2501210631

北海道

旭東林産協同組合

森林環境に配慮した森林施業のための高性能林業
機械（フォワーダー）導入計画

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

3 2501210634

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量産に向けた生産
システムの確立

北海道銀行

4 2501210635

北海道

株式会社佐藤製材工場

工場敷地の活用効率を高め、高生産性、低コストを
実現するための最適レイアウト設計

斜里町商工会

5 2501210637

北海道

エノ産業株式会社

大幅な省エネ効果を実現する高断熱・高効率木材乾
北海道銀行
燥機の設計、開発

6 2501210642

北海道

株式会社有我工業所

大型施設用地中熱利用システムの需要拡大を図る
高性能・ローコストボーリング機の導入

北洋銀行

7 2501210644

北海道

株式会社ｉＤ

アプリ処理を融合する高速高信頼なオープン指向イ
ンターネット通信システムの試作開発

北洋銀行

8 2501210645

北海道

山室木工株式会社

２連式ワイドベルトサンダー機械導入による生産性の 一般財団法人旭川産業創造
向上と新製品新アイテム製作体制の強化
プラザ

9 2501210652

北海道

東和食品株式会社

過熱水蒸気焼成機導入による中食市場の開拓およ
び商品競争力の強化

10 2501210654

北海道

株式会社北海システムエンジニア だれにでも扱える「超簡単！マルチベンダー映像監
リング
視システム」の開発

11 2501210656

北海道

株式会社山中牧場

12 2501210657

北海道

株式会社もち米の里ふうれん特産 切り餅パックの生産拡大を目的とした包装作業機械
千葉正利税理士事務所
館
化事業

13 2501210658

北海道

黒千石事業協同組合

黒千石大豆・道産米の発芽工程改善計画

14 2501210659

北海道

株式会社カンディハウス

新型突（つき）板（いた）剥（は）ぎ合せ装置（グルース
税理士法人中央総合会計
プライサー）の導入と、新製品テーブルの開発

15 2501210664

北海道

有限会社ヒライ

名寄の特産品「もち米」を使った焼き菓子・パンの生
産性向上による販路拡大

16 2501210667

北海道

株式会社ＡＳＣｅ（アスク）

外食産業等における汁物供給時の効率及び品質改
北洋銀行
善のための汁物サーバー量産モデルの開発事業

17 2501210668

北海道

緑川木材株式会社

高精密木材研削加工設備の導入による三層パネル
愛別商工会
の製造技術の確立

18 2501210669

北海道

旭イノベックス株式会社

生産能力向上・大型物件対応に向けた、鉄骨柱大組
北海道銀行
立溶接ロボットシステム導入

19 2501210670

北海道

株式会社ＣＳソリューション
株式会社ノーステック

子牛の効率的な健康管理のための非接触・自動体
温計測システムの開発

20 2501210674

北海道

北海道内田鍛工株式会社

「金属パイプ自動加工設備」導入による製造ラインの
北洋銀行
生産性の向上と新規市場への展開

21 2501210676

北海道

久米工業株式会社

プレスブレーキ金型導入による品質向上と低コスト短
釧路信用金庫
納期化生産体制の構築

22 2501210677

北海道

ハンドル知床クリーンサービス有限 複数廃棄物の搭載を可能にした架装荷台導入による
商工組合中央金庫
会社
効率化計画

23 2501210679

北海道

上田ボデー株式会社

水性塗料対応型塗装ブースの導入に伴う有機溶剤
使用量の大幅な削減による作業環境の改善及び作
業時間の短縮による生産性の向上

24 2501210682

北海道

有限会社カミヤマオートセブン

「超高張力鋼板」に対応したスポット溶接機の導入に
野田会計事務所
よる自動車整備態勢の強化

新型紙パック充填機導入によるコスト削減及び販路
拡大事業

1／6

大地みらい信用金庫
北洋銀行
北海信用金庫

北空知信用金庫

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

旭川信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

25 2501210684

北海道

株式会社イソップアグリシステム

北海道産大豆を使った乳酸菌・酵母発酵食品（ヨーグ
北見信用金庫
ルト）の試作開発及び商品化

26 2501210685

北海道

グリーンテックス株式会社

発酵食品である味噌と抗酸化力のある黒ニンニクを
北洋銀行
使い機能性食品である黒にんにく味噌の商品開発

27 2501210690

北海道

岩橋印刷株式会社

ハイビジョンカラーで表現する耐久性の高い屋外・屋 税理士法人札幌中央会計
内広告の事業化
代表社員 水野克也

28 2501210691

北海道

株式会社リッジワークス

３Ｄプリンタの導入等による新たな入退場管理システ あすか税理士法人 川股修
ムの開発
二

29 2501210692

北海道

株式会社ヒロシ工業

高度工作機械の導入による切削能力の高度化と野
菜選別機械開発力の強化

30 2501210693

北海道

株式会社ピー・エム・シー

最新型ＣＮＣルータ導入による３Ｄ造形事業と高精度
北海道銀行
アクリル加工の実現による新規顧客の開拓と獲得

31 2501210695

北海道

北神産業株式会社

地場特産品である玉葱の自動選別システム導入によ
北見信用金庫
る作業効率化、処理能力の拡大

32 2501210702

北海道

料理宿宮寿司

南檜山産アスパラのペースト（原料）を活かしたドレッ
北洋銀行
シング等の商品化事業

33 2501210703

北海道

有限会社ＡＳＫ

よく飛ぶ重心移動型バイブレーションルアー開発事業 北洋銀行

34 2501210705

北海道

北開鉄工有限会社

バイオガス発酵槽から排出されるスラッジの固液分
離機の開発

35 2501210708

北海道

株式会社總北海

カラー印刷品質検査装置導入による品質安定化とそ
川口幸三税理士事務所
れに伴うパッケージ等の受注増

36 2501210710

北海道

株式会社髙田機械製作所

放射線を遮蔽する容器及び部材を低価格で量産でき
北洋銀行
る技術の確立

37 2501210711

北海道

株式会社カネサン佐藤水産

殺菌海水を使用した冷凍イカや冷凍魚の氷温微細気
泡解凍による品質向上のための海水紫外線殺菌シ 北海道銀行
ステムの導入。

38 2501210715

北海道

北海道ワイン株式会社

ブドウ圧搾残渣を用いた光老化対策化粧品の開発

小樽信用金庫

39 2501210720

北海道

フクザワ・オーダー農機

ソーラー式長いもプランター用自動畝追随装置の試
作開発

帯広信用金庫

40 2501210722

北海道

株式会社高木金型製作所

金型製作、試作品の精度向上及び納期短縮を目的
とした高性能ワイヤー放電加工機の導入

北洋銀行

41 2501210723

北海道

株式会社北海光電子

φ（仕事関数）メーターの開発

北洋銀行

42 2501210726

北海道

株式会社フレアサービス

全道展開に向けた、セントラルキッチンの生産効率向
北見信用金庫
上とインシデント防止

43 2501210728

北海道

株式会社トータルラインパック津山 砕氷を船積みするための排出装置の開発

44 2501210735

北海道

北海道車体株式会社

エネルギー関連特殊車輌の架装事業の拡大と生産
プロセス強化

北海道銀行

45 2501210738

北海道

株式会社にれ

外国人団体観光客の来客対応力の向上・販売体制
の構築強化事業

税理士法人加藤会計事務所
加藤恵一郎

46 2501210745

北海道

有限会社加藤ボデー工業

環境に配慮した最新型自動車用水性塗料対応速乾
塗装ブース導入による、作業環境改善と生産リードタ 北見信用金庫
イムの短縮

47 2501210747

北海道

上山試錐工業株式会社

地盤調査に用いる自走化試験機の開発と価格競争
力の強化

48 2501210748

北海道

石上車輛株式会社

使用済み自動車処理技術の高度化によるレアメタル
北海道銀行
を始めとする貴重資源の有効利用

49 2501210753

北海道

株式会社檜山鐵工所

大型床上式横中ぐりフライス盤導入による高機能・高
北海道銀行
精度化及び生産体制の強化

2／6

北洋銀行

帯広信用金庫

商工組合中央金庫

北洋銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

50 2501210757

北海道

株式会社高橋商事

設備を導入し材料製造プロセスの改善を図り、更なる
北陸銀行
食の安全・安心を追求した当社製品の提供

51 2501210758

北海道

ＷＥＢＯＳＳ株式会社

マンションモデルルーム専用ｉＰａｄ３Ｄアプリの開発

札幌商工会議所

52 2501210759

北海道

港工業株式会社

老朽化した旧型の開先加工機を最新の加工能力を
有する新型機に更新

北海道銀行

53 2501210764

北海道

北海食品株式会社

小ロットおよび鮮度保持の顧客ニーズに対応する窒
北洋銀行
素置換技術を応用した設備の新規導入

54 2501210768

北海道

企業組合北見産学医協働センター

農業残渣である北見産紫蘇水を活用した忌避剤及び
北見信用金庫
食品洗浄剤の商品化

55 2501210771

北海道

浜塚製菓株式会社

新たな成型システム装置の導入による道産小麦の風
北海道銀行
味「ゆめちからかりんとう」の実現。

56 2501210772

北海道

株式会社岡本農園

元農作物を活用した６次産業化に伴う製品安定供給
帯広信用金庫
システムの確立

57 2501210773

北海道

株式会社アイミック

シール印刷用デジタル製版機導入による品質向上と
北洋銀行
生産性の向上

58 2501210774

北海道

有限会社加藤木工

特注造作家具の短納期化のための複合ボーリング
マシンの導入

北洋銀行

59 2501210776

北海道

株式会社貞伊

高速・高精度切断機械導入による、供給能力拡大・
顧客ニーズ対応（短納期・高品質）の実現

商工組合中央金庫

60 2501210779

北海道

ヨシツネ食品株式会社

挽肉製造ラインの半自動機械導入による生産能力・
北洋銀行
商品力向上の開発事業

61 2501210781

北海道

イーアイテクノ株式会社

最新型自動分析機器の導入による分析精度の向上
北見信用金庫
と省力化

62 2501210784

北海道

株式会社萩原敬造商店

大豆の選別機を導入し、作業効率化によって付加価
帯広信用金庫
値の高い大豆の取扱を強化する

63 2501210789

北海道

株式会社小原

北海道産天然果汁の高濃度炭酸飲料を生産するた
北海道銀行
めの高効率充填・キャッパー機器の導入

64 2501210796

北海道

株式会社グリーン＆ライフ・イノ
ベーション

酪農家の省力化に役立つ遠隔看視のための反芻モ 公益財団法人北海道中小企
ニタリング機器の実用化開発
業総合支援センター

65 2501210798

北海道

空知単板工業株式会社

国産縦突スライス単板の品質安定化による複合フ
ローリングの品質向上

66 2501210800

北海道

株式会社アルフレックスジャパン

モールド自動発泡機導入による構造体の品質安定、
北洋銀行
環境整備及びコストダウン

67 2501210801

北海道

ロマンス製菓株式会社

高性能煮詰め釜の導入による、北海道産原料を多用
北見信用金庫
した高付加価値ソフトキャンディの製造

68 2501210809

北海道

株式会社Ｍ．Ｃ．Ｓ

ＩＰカメラ等を活用した融雪制御システムの開発

税理士法人知野会計事務所
代表社員 知野福一郎

69 2501210817

北海道

有限会社渋田産業

国内市場で希少性の高い「国内産乾燥きのこ」事業
への進出による経営革新

網野中小企業診断士事務所
網野征樹

70 2501210820

北海道

株式会社エルパソ

豚肉のオレイン酸含有量脂質検査機械導入によるプ
ＺＩＯＮ株式会社
レミアム化事業

71 2501210822

北海道

一久庵

数の子とにしんを用いたプレミアムにしんパイの開発

72 2501210823

北海道

有限会社丸イ伊藤染舗

アナログ技術とデジタル技術の融合による生産性向
小樽信用金庫
上と体験型観光の充実化

73 2501210824

北海道

株式会社オバリ

ＷＥＢ上で発注できる新システムの開発による工事
用看板の短納期実現事業

74 2501210825

北海道

旭川機械工業株式会社

ブレーキプレス導入による生産効率の向上及び加工 一般財団法人旭川産業創造
時間の短縮
プラザ

3／6

商工組合中央金庫

一般財団法人旭川産業創造
プラザ

北洋銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

75 2501210826

北海道

株式会社エーデルワイスファーム

古式ドイツ製法のハム・ベーコンの熟成施設補強及
び機械導入による生産量増強事業と付加価値向上

76 2501210828

北海道

トルク精密工業株式会社

自動車産業部品製造における自動化設備導入よるコ 公益財団法人北海道中小企
スト競争力向上
業総合支援センター

77 2501210832

北海道

五嶋金属工業株式会社

高速・高精度バンドソーマシン導入による生産性向上
室蘭信用金庫
対策

78 2501210833

北海道

株式会社ストーク

機能別暖房機相互制御装置

79 2501210834

北海道

株式会社ベイクド・アルル

『最新の３Ｄ急速冷凍と包装システムで消費期限を延
北洋銀行
長した高品質な冷凍洋菓子の開発事業』

80 2501210836

北海道

栄進工業株式会社

設備導入による建築鉄骨製造工程における「Ｑ．Ｃ．
空知信用金庫
Ｄ向上」

81 2501210837

北海道

株式会社知床第一ホテル

世界自然遺産「知床」ならではの自然資源を活用した
商工組合中央金庫
新観光サービス開発事業

82 2501210838

北海道

株式会社キメラ

金型の長寿命化を図る低コストで高品質・高精度な
超硬材切削加工技術の確立

83 2501210843

北海道

株式会社環境経営総合研究所

紙発泡体端材を利用し、環境負荷低減及びメンテナ
北海道銀行
ンス性を向上させた吸音材の生産高効率化

84 2501210845

北海道

白崎繊維工業株式会社

一般家庭向けメンテナンス付きオリジナル寝具類の
リース事業

85 2501210847

北海道

有限会社島田自動車工業

４Ａサポート事業（４輪アライメント整備サポート事業）
当社で培ったアライメント技術を活かし、これまでにな 北陸銀行
い自動車４輪技術の育成サポート事業。

86 2501210851

北海道

ティ・イー・シー株式会社

複雑形状大型機械設備設計への３Ｄプリンタの導入
室蘭信用金庫
活用

87 2501210852

北海道

株式会社安田鉄工所

大型建築用鉄骨の受注拡大に向けた溶接ロボットの
北見信用金庫
導入

88 2501210855

北海道

株式会社わっさむファクトリー

ペポカボチャシードオイルの生産体制の強化による
北海道・和寒ブランド商品の高付加価値化

和寒町商工会

89 2501210860

北海道

農業生産法人株式会社輝楽里

６次産業化 黒にんにくを食べて日本を元気に事業

北陸銀行

90 2501210863

北海道

株式会社マツオ

新型Ｘ線異物検出装置導入による品質の向上とブラ
北洋銀行
ンド力の向上

91 2501210864

北海道

京セミ株式会社

球状太陽電池を用いた水電解用小型モジュールの
技術開発

92 2501210866

北海道

三栄機械株式会社

ＮＣフライス盤の導入による生産能力の引き上げと製 一般財団法人旭川産業創造
品の高品質化
プラザ

93 2501210868

北海道

株式会社西野製作所

製造コスト低減と価格競争力強化・新規顧客獲得に
室蘭信用金庫
向けた新型ＮＣ旋盤の導入

94 2501210873

北海道

株式会社ＶＥＲＳＩＯＮ２

教育機関向け動画配信システム開発事業

95 2501210883

北海道

株式会社みどり工学研究所

フィールドデータ伝送システム用 農業ＩＴセンサー及
札幌商工会議所
びソフトウェアの開発

96 2501210884

北海道

島田建具製作所

３Ｄ木工旋盤機（３Ｄターニングマシン）を用いた高精
北見信用金庫
度・短納期の３Ｄ木製造形物の試作システムの開発

97 2501210891

北海道

有限会社岩野鉄工所

ＮＣ制御横中繰り盤の導入による品質および生産性
北洋銀行
向上と競争力強化

98 2501210892

北海道

株式会社長沼あいす

大豆ピューレを用いた機能性アイスクリームの試作
開発とアジア地域への輸出事業

99 2501210893

北海道

ソメスサドル株式会社

地域活性化に資する在宅ワークシステムの構築と高 公益財団法人北海道中小企
級革製品製造のための技能習得教育
業総合支援センター

100 2501210894

北海道

室蘭製綱株式会社

ワイヤロープ端末加工用ロック加工機導入による競
争力強化
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北海道銀行

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

北央信用組合

北洋銀行

北洋銀行

一般社団法人中小企業診断
協会北海道

室蘭信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

101 2501210896

北海道

株式会社パーペル

道内初の製法による高品質な紙器を製造する量産
設備の導入

102 2501210902

北海道

株式会社ノースグラフィック

道産食材を活かした人気店の味をそのままアジアへ
北洋銀行
提供する事業

103 2501210905

北海道

旭川駅立売株式会社

国内と海外の販路拡大に伴う設備強化及び新商品
開発

104 2501210909

北海道

株式会社カムイ電子

高精度クリームはんだ印刷機導入による実装基板の
北洋銀行
生産性向上対策

105 2501210910

北海道

曲正北島製パン株式会社

新規顧客層へ向けた商品開発・製造及び販売強化

106 2501210915

北海道

株式会社新生

大型プリンタとカッティングマシン導入によるパッケー
北洋銀行
ジ事業の強化

107 2501210922

北海道

株式会社エルフィン

省エネタイプ無機ＥＬパネルの先進的製造技術の開
商工組合中央金庫
発

108 2501210923

北海道

有限会社エムズジャパン

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による歯科技工物の高品
質化及び製造作業の効率化及び短納期化

北洋銀行

109 2501210924

北海道

株式会社Ｓａｖｏｎ ｄｅ Ｓｉｅｓｔａ

北海道産の自然素材を活用したクレンジングおよび
ＵＶクリームの製品開発

北洋銀行

110 2501210930

北海道

美点工場有限会社

地元産生薬を使用した安全で美味しい薬膳メニュー
北洋銀行
の開発と新設備導入による効能・品質の確立

111 2501210932

北海道

有限会社天心農場

「チコリー茶」製品の生産性向上と機能性表示制度
（ヘルシーＤｏ）取得に向けた設備導入

112 2501210936

北海道

株式会社シバタ鐡工業

新型鉄筋自動曲装置導入によるプログラミング加工
株式会社ラコンテ
の実現と生産性の向上

113 2501210937

北海道

株式会社アスリートクラブ

小型マシニングセンタ導入による新型オーダーメイド
北洋銀行
インソールの開発及び量産化事業

114 2501210938

北海道

株式会社Ｗｉｌｌ－Ｅ

既設下水道配管の配管形状測定（リバースエンジニ
北洋銀行
アリング）装置の開発

115 2501210940

北海道

株式会社北海道鑑定

漏油事故における室内灯油臭評価法の開発

北海道銀行

116 2501210941

北海道

株式会社倉本鉄工所
光源舎オートプロダクツ株式会社
株式会社コスモメカニクス

道内ものづくり企業連携体による寒冷地対応型コン
バージョンＥＶの開発

公益財団法人北海道中小企
業総合支援センター

117 2501210943

北海道

株式会社桐光クリエイティブ

ＰＲ動画制作・配信拠点「北海道ストーリーラボ」の創
北洋銀行
設

118 2501210944

北海道

株式会社ハートビット

ＴＯＯＮＢＯＯＭソフトを使用した教育プログラムソフト
北洋銀行
の制作販売

119 2501210952

北海道

有限会社スモークアップジャパン

北海道の食材で作る「サーモンディップ」の本格的な 公益財団法人北海道中小企
商品化量産体制の確立事業
業総合支援センター

120 2501210953

北海道

株式会社ケンリツ

高品質・多品種の実現の為、ネットワーク対応曲げ機
北海道銀行
械の導入計画

121 2501210974

北海道

株式会社技研工房

多目的計測を安価に実現する「簡易型環境計測シス
北洋銀行
テム（ＳＥＭＳ）」の開発

122 2501210977

北海道

株式会社ノースクリエイト

北海道を訪れる外国人観光客向け「多言語対応の販
株式会社ネクストビジネス
促支援システム」の構築

123 2501210985

北海道

株式会社沿海調査エンジニアリン 新型潜水呼吸ガス導入による潜水活動の安全性・生
北海道銀行
グ
産性の向上計画

124 2501210986

北海道

杉村農園

急速冷凍庫で工程を分割し、地粉のノンオイルシフォ
網走信用金庫
ンケーキの量産化を図る

125 2501210992

北海道

株式会社ジーンテクノサイエンス

バイオ医薬品候補としての難生産性生体内タンパク
北斗税理士法人 甚野章吾
質の作製法の樹立及びその試作
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126 2501210995

北海道

株式会社サングリン太陽園

農業生産者の防除作業の効率化及び生産物の高品
質化並びに環境への負担軽減化を実現するため、無
北洋銀行
人ヘリコプターによる正確な防除作業と安全性の向
上を可能にするＧＩＳシステムの開発を行う。

127 2501210998

北海道

株式会社Ｆｌａｎｄｅｒｓ

菓子専門店による土産向け新商品の開発と新しい販
北洋銀行
路開拓

128 2501210999

北海道

鹿遠産業株式会社

漢方必須原料大黄（ダイオウ）の「量産・乾燥品質安
稚内信用金庫
定加工システム」構築事業

129 2501211004

北海道

株式会社スマートサポート

中高年の作業時の後背部危険姿勢および疾病予防
税理士笹山千鶴子
のための可変剛性スーツの試作開発

130 2501211008

北海道

株式会社サンフレッシュサービス

産地市場の新鮮素材に拘ったハイグレード仕出し・
ケータリング事業

131 2501211012

北海道

有限会社三浦好商店

最新式しじみ選別機の導入による作業効率化と網走
網走信用金庫
湖産しじみの販路拡大事業

132 2501211019

北海道

株式会社スリービー

栽培日数を６日短縮した、たもぎ茸のブロック栽培シ
商工組合中央金庫
ステム確立
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