平成２６年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金
１次公募 採択案件一覧（北海道分・２２０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 2601110003 北海道

北海印刷株式会社

ＬＥＤ－ＵＶ印刷乾燥装置導入による生産性の向上と販路拡大 室蘭信用金庫

2 2601110004 北海道

株式会社桐越

コンテナボックス温水洗浄乾燥機の導入による「高品質・高付
北洋銀行
加価値化」事業

3 2601110005 北海道

ホクダイ株式会社

ハイブリット車用大型アルミダイカスト製品の設備導入による
試作開発

4 2601110006 北海道

旭東林産協同組合

地域における原木供給向上のための高性能林業機械（ハーベ
一般財団法人旭川産業創造プラザ
スタ）導入事業

5 2601110007 北海道

旭川緑化造園協同組合

環境負荷の低減を目的とした高温スチーム除草機の制作導
入。

6 2601110008 北海道

世良鉄工株式会社

プログラム制御を活用した溶接ロボット２台の連動稼動による
一般財団法人旭川産業創造プラザ
生産性向上及び競争力強化

7 2601110010 北海道

株式会社アイエス

介護施設やグループホームさらに在宅要介護者の緊急事態を
関係者にワンタッチで通報できるＥメール一斉通報装置の試 商工組合中央金庫
作開発

8 2601110012 北海道

株式会社中央ネームプレート製作所

北海道初、樹脂切削加工用立体マシニングセンタ導入による
部品加工能力の強化

9 2601110016 北海道

伊藤製缶工業株式会社

プラズマ溶接機専用マニプレーター導入による溶接品質向上
北洋銀行
と新規顧客獲得

10 2601110018 北海道

オサダ農機株式会社

「ショットブラストマシン」導入による塗装前処理作業の効率化
北海道銀行
と作業環境の改善

11 2601110019 北海道

株式会社美深振興公社

養殖チョウザメを食材とした新メニュー開発及び製品開発・販
売拡大事業

北洋銀行

12 2601110020 北海道

株式会社日進製作所

ＩＣＴ（情報通信技術）を利用した自動開閉するゲートの開発

北海道銀行

13 2601110023 北海道

株式会社興発スパイラル製作所

空調スパイラル管の太陽光発電パネル支柱への応用による
新市場進出

北洋銀行

14 2601110024 北海道

有限会社菊池水産

クレセントアイス製氷機導入によってコスト削減と鮮魚の広域
流通を実現し、希少価値の高い産直鮮魚を提供する新サービ 帯広信用金庫
スの展開。

15 2601110025 北海道

株式会社北沢食品工場

夕張メロン果汁の定量自動充填機の導入による作業効率・品
北洋銀行
質管理の向上による事業拡大。

16 2601110026 北海道

アートシステム株式会社

中小規模の自治体向け「入札参加資格申請受付システム」の
税理士法人吉田会計事務所
開発と提供

17 2601110029 北海道

株式会社グローバル・コミュニケーショ
訪問サービス事業者向け業務省力化・効率化システムの開発 北洋銀行
ンズ

18 2601110030 北海道

株式会社燃焼合成

窒化アルミニウム粉体の市場拡大に対応する為の製造工程
の設備拡充。

北洋銀行

19 2601110031 北海道

株式会社ニッコー

知識ベースの食用バラ肉部位の肋骨位置推定法及び脱骨ロ
ボットシステムの実用化開発

北洋銀行

20 2601110032 北海道

有限会社サワムラシール

顧客満足度の向上及び生産コスト削減のための最新シール
専用ＣＴＰの導入

一般社団法人中小企業診断協会北海
道

21 2601110033 北海道

北海道土質試験協同組合

寒冷気象下での土の凍上性を判定する土質試験サービスの
品質向上を図る事業

北海道銀行

22 2601110035 北海道

千秋庵製菓株式会社

最新型パイ生地充填成形機導入による主力製品「ノースマン」
北洋銀行
の生産力及び品質向上を図る事業

23 2601110037 北海道

横山食品株式会社

北海道産小麦原料を使用したロングライフ生パン粉製品量産
北海道銀行
化事業

24 2601110039 北海道

株式会社丸勝

国産大豆の需要増と高品質な選別調整に対応する供給力強
化事業

商工組合中央金庫

25 2601110040 北海道

サイゴク株式会社

文字の曲げ加工から溶接まで完全機械化による看板製作技
術の開発

株式会社ＭＢコンサル

26 2601110042 北海道

株式会社千幸社

海外ブランドショップ展開の更なる対応に向け、作業の効率化
北洋銀行
と生産性の強化を図る。

27 2601110044 北海道

株式会社新サカイヤフーズ

新製品「いももち」ロボット自動生産ライン開発による生産性向
北洋銀行
上

北海道銀行

旭川信用金庫

北海道銀行

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

28 2601110045 北海道

北洋凸版印刷株式会社

印刷物の「ミシン目」「ナンバー刻印」需要取込みに対応した生
帯広信用金庫
産体制の確立

29 2601110046 北海道

旭イノベックス株式会社

最新型ＮＣドリルマシンの導入により橋梁・水門部門の増産を
北洋銀行
図る

30 2601110048 北海道

山本鉄工株式会社

「共同作業型溶接ロボット導入による高品質・生産効率向上と
函館信用金庫
コスト削減」計画

31 2601110049 北海道

野村興産株式会社

廃水銀の処分方法としての硫化水銀の固形化処理プロセスの
北見信用金庫
開発

32 2601110051 北海道

株式会社岡田建具製作所

ＰＵＲ（特殊接着剤）の特性を活用した製品の高品質化と多様
北海道銀行
なデザイン化

33 2601110053 北海道

釧路綜合印刷株式会社

道東唯一となる最新製本設備「全自動４クランプ無線綴機」導
釧路信用金庫
入による製本品質向上と製本作業の効率化の実現

34 2601110055 北海道

有限会社双和金属

最新式の鋼材ＮＣ切断機導入による生産性向上と高精度化の
一般財団法人旭川産業創造プラザ
実現

35 2601110056 北海道

佐藤重工業株式会社

生産性向上、受注拡大に向けた溶接ロボットシステムの導入

北海道銀行

36 2601110060 北海道

ベル食品株式会社

連包（小袋が帯の様に連結している状態）の充填余熱保持及
び冷却装置の導入による高品位ストレートつゆ開発事業

北洋銀行

37 2601110061 北海道

株式会社天狗堂宝船

きびだんご、餅菓子対応高性能オブラート自動巻き付け装置
の開発と導入

ＺＩＯＮ株式会社

38 2601110062 北海道

有限会社成田鉄工所

鋼材、ステンレス材料の多様加工の高品質化と効率化を図る
旭川信用金庫
為、最新機械を導入し、今後の事業領域の拡大を図る。

39 2601110066 北海道

株式会社エルコム

廃発泡スチロールを再利用するための熱減容装置の開発

商工組合中央金庫

40 2601110070 北海道

株式会社エフ・イー

ＮＣ旋盤導入による生産効率の向上及び加工時間の短縮

一般財団法人旭川産業創造プラザ

41 2601110072 北海道

日清食材株式会社

粉体調味料・添加物製造にかかる生産能力拡大、高精度化設
商工組合中央金庫
備の導入

42 2601110073 北海道

株式会社星野鉄工所

自動キー溝加工機導入による製造部品の高度化及び製造工
網走信用金庫
程の強化

43 2601110075 北海道

株式会社尾白屋

特殊熱加工技術による「無冷凍」長期賞味期限「かにむき身」
北海信用金庫
製品の製造

44 2601110076 北海道

北海道ワイン株式会社

北海道産黒ブドウを１００％使用した高品質赤ワインの開発

小樽信用金庫

45 2601110077 北海道

瀬戸建設株式会社

「血糖値上昇を抑制するキクイモを活用した高機能性健康食
品の開発」

大地みらい信用金庫

46 2601110078 北海道

有限会社とみ川

本物志向のお客様へ向けた低温スモークチャーシュー作り

一般財団法人旭川産業創造プラザ

47 2601110079 北海道

ミルキークラウン

北海道産濃厚牛乳を使用したプレミアムアイスクリームの新商
釧路信用金庫
品開発

48 2601110080 北海道

稚内丸善株式会社

原魚選別機、Ｘ線検査装置導入による加工ラインの効率化と
品質管理の徹底

稚内信用金庫

49 2601110081 北海道

株式会社川上鐵工製作所

特殊ネジ加工及び大型部品加工に対応するための、ＣＮＣ旋
盤の導入。

北洋銀行

50 2601110082 北海道

株式会社ホクエイ

ホームタンク製造における高精度溶接ロボット導入による溶接 一般社団法人中小企業診断協会北海
加工技術の高度化
道

51 2601110083 北海道

株式会社ディームファクトリー

道内初の“ブラウンスイス乳１００％”の生クリーム及びバター
の製造事業

釧路信用金庫

52 2601110084 北海道

株式会社オホーツクシーライン

焼酎用さつまいも「黄金（こがね）千貫（せんがん）」を原料に
「白いスイートポテト」開発事業

北洋銀行

53 2601110085 北海道

工房ペッカー

極彩色寄木を用いた製品の受注拡大へ向けた生産プロセス
の強化

北見信用金庫

54 2601110087 北海道

株式会社鈴木商店

豆類調製プロセスの効果的改善を目的とした新型選別機の導
商工組合中央金庫
入

55 2601110088 北海道

株式会社ケーヤード

「ケガキプロッター」導入による製造工程の高効率化と他社と
の競争力強化

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

56 2601110089 北海道

株式会社近江歯研

短納期化及び全国送料無料サービスによる顧客満足度向上
を実現させる革新的サービスの確立

あかぎ信用組合

57 2601110091 北海道

牧口車体工業有限会社

環境に配慮した自動車用水性塗料対応型高級塗装ブース導
入による作業環境改善と生産リードタイムの短縮

室蘭信用金庫

58 2601110094 北海道

ヒナタフーズ株式会社

ヒナタフーズ（株） 納豆工場 高速包装機導入計画

北洋銀行

59 2601110095 北海道

株式会社メディア・マジック

スマートフォンとビーコンを用いた地域活性化サービスの開発 北洋銀行

60 2601110097 北海道

有限会社宇治板金工業所

高性能・高生産性・省力化と新規加工を目的とした鋼板用加工
商工組合中央金庫
機導入計画

61 2601110098 北海道

有限会社アイゼンイッテツ

漁業関連産業を支えるアンカー製造用高性能空気ハンマーの
北洋銀行
導入事業

62 2601110099 北海道

アイ・ティ・エス株式会社

外来患者をターゲットとした、クラウドによる病院待ち時間短縮
北洋銀行
サービス

63 2601110100 北海道

上山試錐工業株式会社

最新型デジタル電気探査装置（機械）の導入による市場開拓と
北洋銀行
サービス向上計画

64 2601110103 北海道

株式会社土谷特殊農機具製作所

氷を冷熱源とした高機能普及型低温熟成貯蔵システムの試作
税理士法人竹川会計事務所
開発

65 2601110104 北海道

有限会社熊野建具家具製作所

全自動式木材切断加工機導入による建具・家具の品質向上と
室蘭信用金庫
生産リードタイムの短縮

66 2601110105 北海道

株式会社竹原鉄工所

クレーン２重（連動）化による搬送力増強と大型建設鉄骨製造
佐藤友昭税理士事務所
の対応力の向上、及び生産性の向上

67 2601110106 北海道

株式会社カンディハウス

脚物家具の増産・輸出強化のための最新型ＣＮＣ加工機の導
税理士法人中央総合会計
入

68 2601110107 北海道

株式会社林鉄工

３次元ＣＡＤ／ＣＡＥシステム及び３Ｄプリンタ導入による生産
性向上と受注拡大

69 2601110109 北海道

有限会社スカイワーク

ドローン（無人航空機）と作物センサーの活用による農作物の
北洋銀行
病害調査サービス事業

70 2601110110 北海道

デンタルプランニング

劇的な作業時間短縮と高品質化、高収益化を実現する歯科用
北見信用金庫
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入

71 2601110113 北海道

株式会社吉田食品

黄金の南瓜スイーツ等高級菓子用の北海道産原料餡の製造
ＺＩＯＮ株式会社
設備導入事業

72 2601110114 北海道

大東工業株式会社

現場勤怠管理および現場原価管理におけるクラウドシステム

73 2601110115 北海道

有限会社井上木工

ＣＮＣマシニングセンタ（ＮＣルーターマシン）導入による、生産
北洋銀行
効率上昇及び若手人材育成計画。

74 2601110116 北海道

有限会社マルマ松本商店

規格外のホタテを活用したホタテフレークレトルト商品の製造

北洋銀行

75 2601110117 北海道

辰三興業株式会社

建設機械のマシンコントロールによる生産性の向上と施工品
質の向上に繋がる事業

北洋銀行

76 2601110118 北海道

株式会社ダンネツ

‘実用新案パーツ’導入による「住宅基礎用‘新’断熱型枠シス
北洋銀行
テム」開発事業

77 2601110119 北海道

株式会社三洋コンサルタント

「橋梁点検装置」導入により構造物維持管理業務市場の受注
北海道銀行
拡大

78 2601110122 北海道

株式会社新興工業

寒冷地に対応した大型構造物の塗装品質及び生産性向上の
北洋銀行
ための工場一体型塗装ブースの導入

79 2601110123 北海道

旭川空港ビル株式会社

国際線の受入体制強化に向けた新システムの導入・フライトイ
北洋銀行
ンフォメーションのＩＴ化事業

80 2601110124 北海道

株式会社コサイン

ＣＮＣワーキングセンター機械導入による自社ブランド製品の
生産性・品質の向上、コスト削減と新製品開発力の強化

81 2601110125 北海道

株式会社キタウロコ荒木商店

窒素ガスを使用した窒素凍結庫の導入によるカニの鮮度およ
大地みらい信用金庫
び付加価値の向上

82 2601110129 北海道

小林酒造株式会社

東南アジア輸出等に向けた北海道産米１００％日本酒の香
味・風味維持と常温保存を可能にする新設備導入

北海道銀行

83 2601110130 北海道

倉島乳業株式会社

生産能力の増強と製造環境を両立するための液中膜技術を
活用した排水処理設備の導入

商工組合中央金庫

北見信用金庫

公益財団法人北海道中小企業総合支
援センター

一般財団法人旭川産業創造プラザ

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

84 2601110134 北海道

株式会社福地工業

酪農製品のカスタマイズ化における短納期・高精度化の実現
事業

北海道銀行

85 2601110137 北海道

有限会社名寄土管製作所

球場専用「名寄の土」生産拡大に向けた製造ラインの機械化
事業

一般財団法人旭川産業創造プラザ

86 2601110138 北海道

名寄交通株式会社

ＧＰＳ及びナンバーディスプレイ連携のタクシー配車システム
導入計画

商工組合中央金庫

87 2601110139 北海道

株式会社北海道ニーズ

新冷凍技術を活用した冷凍倉庫の整備による漁獲物の流通
システムの構築

商工組合中央金庫

88 2601110144 北海道

有限会社青田企画巧芸

大型自動彫刻機導入による看板製作工程の大幅短縮と立体
看板製作の事業化

帯広信用金庫

89 2601110151 北海道

山岡木材工業株式会社

ワイドベルトサンダーの導入による生産性の向上及び自社ブ
ランド製品の充実

一般財団法人旭川産業創造プラザ

90 2601110152 北海道

株式会社ヤブシタ

デフロスト性能を大幅に向上させるスーパー防雪フードの試作
北洋銀行
開発

91 2601110156 北海道

ヨシツネ食品株式会社

定量ポーションカットラインの導入による外食事業販路拡大事
北洋銀行
業

92 2601110158 北海道

上田ボデー株式会社

最新型衝突安全ボディ完全復元に対応した、三次元コン
ピュータ式高精度自動車専用ボディ計測装置およびリフト付き
北洋銀行
車体修正装置導入による高精度化、作業環境改善、生産リー
ドタイムの短縮

93 2601110159 北海道

有限会社ほんだ菓子司

高性能機器導入による増産体制の構築及びブランド力向上プ
商工組合中央金庫
ロジェクト

94 2601110160 北海道

株式会社サウザンラボ

ＰＯＤ機とＰｏｓｔｐｒｅｓｓ設備の導入による「ワンストップショップ
サービス」の構築と展開。

北洋銀行

95 2601110161 北海道

株式会社ヒューネス

「Ｇ空間家畜ふん尿利用計画」クラウドサービスの確立

北海道銀行

96 2601110162 北海道

株式会社森田自動車工業

新ＹＡＧレーザー溶接・切断機導入による生産性向上計画

商工組合中央金庫

97 2601110164 北海道

株式会社ショクラク

プレミアム弁当市場における製品差別化を目指した米飯製造
北洋銀行
工程の高度化

98 2601110165 北海道

株式会社ニセコリゾート観光協会

ＩＴを活用した免税対応機器導入によるインバウンド対応事業

北海信用金庫

99 2601110167 北海道

株式会社旭川食品

全自動豆煮釜と乾燥工程一元管理システム導入による旭川
産甘納豆の販路拡大

一般財団法人旭川産業創造プラザ

100 2601110168 北海道

株式会社コバルテック

全自動ダイヤモンドブレードロー付け機械導入事業

北海道銀行

101 2601110172 北海道

道南伝統食品協同組合

昆布製品の革新的風味調整技術開発と設備投資

北洋銀行

102 2601110180 北海道

株式会社ツムラ

高性能な乾麺製造装置と自動包装機の導入による乾麺事業
北見信用金庫
への新規展開とオホーツク産小麦を活用した製麺事業の強化

103 2601110183 北海道

株式会社ウッドワーク

生産リードタイムの短縮による自社ブランド製品の確立等を目
一般財団法人旭川産業創造プラザ
的としたスライドソーの導入

104 2601110188 北海道

株式会社マイスター

化粧品の充填技術の高度化による生産技術の向上と短納期
化・高品質化による市場の拡大

105 2601110190 北海道

メディカルフォトニクス株式会社

採血不要の携帯型血中脂質計測装置を用いた健康管理サー
北洋銀行
ビス事業の開発

106 2601110196 北海道

太洋産業株式会社

鮭ドレス加工自動化による付加価値向上および窒素水による
網野中小企業診断士事務所
高度鮮度保持

107 2601110198 北海道

株式会社八剣山さっぽろ地ワイン研
究所

国内初の真空濃縮法による北海道産本格スイートワイン等の
北洋銀行
製造設備の導入事業

108 2601110199 北海道

株式会社遠軽新聞社

最新デジタル印刷機技術を駆使した既存媒体紙の新たな付加
価値向上と、後加工機の導入による新規需要開拓及びフォト 遠軽信用金庫
ブック事業への新規参入

109 2601110202 北海道

有限会社二世古酒造

吟醸酒造りの高品質化と生産性を向上させるための温度制御
北海信用金庫
設備の導入

110 2601110206 北海道

京セミ株式会社

表面改質技術による短波長域での高性能な受光素子の開発 北洋銀行

111 2601110207 北海道

有限会社三愛

現代的再解釈によるデザイン墓石を中核に据えた、お墓ブラ
ンディング事業

公益財団法人北海道中小企業総合支
援センター

石狩商工会議所

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

112 2601110208 北海道

角川建設株式会社

バイオガスプラント発酵槽、貯留槽のコンクリートパネル生産

113 2601110210 北海道

株式会社伊関組

有機土壌の製造販売拡大による地域資源の有効活用促進事
北海道銀行
業

114 2601110211 北海道

株式会社第一ホテル

十勝でしか味わう事のできない高付加価値型新規ベーカリー
＆饅頭事業

115 2601110213 北海道

モリタ株式会社

オリジナル加工紙「エゾマツクラフト」の商品ブランド化、ＷＥＢ
第四銀行
による小ロット販売

116 2601110214 北海道

有限会社井田鉄工所

ＮＣ旋盤を導入し加工部品の高精度・低コスト短納期化による
一般財団法人旭川産業創造プラザ
多様化する顧客のニーズ対応

117 2601110215 北海道

株式会社仁光電機

プラズマ灯（ＬＥＰ灯）を用いた低消費電力型集漁灯の開発

118 2601110218 北海道

清水鋼鐵株式会社

太径鉄筋引張試験や伸び計使用試験が可能な作業効率の高
北洋銀行
い新型万能試験機の導入

119 2601110219 北海道

株式会社エヌ・エス・ケイ

溶接ロボットの導入による高耐性化と生産性向上の実現

120 2601110220 北海道

株式会社ＤＡＬ・ＤＮＡ解析ラボラトリー 最先端がん治療事業の効率と迅速化計画

121 2601110223 北海道

有限会社永三ファニチャ

自動縁貼機導入による製造環境改善、品質・生産アップ、国内
北洋銀行
外競争力対抗事業

122 2601110225 北海道

株式会社ノースプラン

ＤＣパネルを用いた高性能吹き止め柵の開発

123 2601110226 北海道

株式会社南華園

６次産業化支援・レトルトパウチ食品製造ラインの革新的な小
鷹巣公認会計士事務所
ロット生産体制の構築。

124 2601110227 北海道

株式会社高橋商事

全自動糠玉選別回収装置の導入による異物混入リスクの大
幅軽減と品質向上

一般財団法人旭川産業創造プラザ

125 2601110228 北海道

株式会社内海鉄工場

高性能アイアンワーカー導入による生産性向上対策

室蘭信用金庫

126 2601110229 北海道

株式会社リナイス

高い機能性を有する超巨大分子プロテオグリカン含有物量産
北洋銀行
化技術の確立

127 2601110231 北海道

株式会社浜名鉄工

全自動の鉄骨穴あけ・切断複合機導入による、効率的な生産
帯広信用金庫
体制の確立

128 2601110232 北海道

株式会社ノース技研

３次元データによる点検・診断・管理用のインフラ総合管理シ
ステムの開発

129 2601110233 北海道

株式会社砂子組

建設マネジメントシステム構築によるプロセス改革と業務効率
北海道銀行
の向上

130 2601110234 北海道

メテック株式会社

高機能測定装置による多層及び微小めっき被膜品質保証の
信頼性向上

京都銀行

131 2601110236 北海道

株式会社ハイテックシステム

通気量自動制御式堆肥化システムの無線温度センサー改良
と遠隔制御対応

北海道銀行

132 2601110240 北海道

有限会社十勝しんむら牧場

放牧牛から搾乳した牛乳を関東圏等に販路を広げブランド力
を高める事業

北洋銀行

133 2601110251 北海道

株式会社三和機械

ＣＮＣ旋盤の導入による生産コストの縮減と製材・木材機械市
一般財団法人旭川産業創造プラザ
場の競争力強化

134 2601110257 北海道

井上鐵工株式会社

棚付材料供給・製品集積システムの導入により耐熱ガラス入
り防火戸・間仕切壁の納期短縮

北陸銀行

135 2601110261 北海道

株式会社前田電機製作所

雷インパルス電圧発生装置及びコロナ発生試験装置用電源
導入による新規受注拡大を図る事業

北洋銀行

136 2601110262 北海道

株式会社匠工芸

デザイン性が高く、ハンドメイドの要素が強い、高付加価値な
製品における生産性の向上

一般財団法人旭川産業創造プラザ
北洋銀行

137 2601110267 北海道

株式会社協和工業

牛舎設計の精密化と製図時間短縮化のための３Ｄ鉄骨ＣＡＤ
システムの導入

帯広信用金庫

138 2601110272 北海道

株式会社山上木工

新規市場開拓へ向けた木製商品開発のための高精度・高効
率複合加工機の導入

北見信用金庫

139 2601110275 北海道

株式会社安西製作所

選別機の開発、試作期間短縮を目的とした高効率化のための
北海道銀行
設備増強事業

大地みらい信用金庫

北洋銀行

江差信用金庫

若杉公認会計士事務所

釧路信用金庫

一般社団法人中小企業診断協会北海
道

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

140 2601110276 北海道

株式会社岩本製作所

鉄骨溶接ロボットシステム導入による品質及び生産性向上事
北海道銀行
業

141 2601110277 北海道

びえいからまつ協同組合

木工加工機（ＮＣルーター）導入における製品精度、作業効率
美瑛町商工会
の向上

142 2601110278 北海道

ハニーテックラボラトリー株式会社

カフェオイルキナ酸総量を表示するプロポリス商品の開発

143 2601110279 北海道

有限会社山﨑ワイナリー

地域特性を最大限活かした高効率で革新的かつ高品質なワイ
北洋銀行
ン生産に向けた新機械設備の導入

144 2601110281 北海道

有限会社兼芳新潟屋前商店

食肉販売店の食品加工分野への本格進出による生産体制の
北洋銀行
確立及び新商品開発・新規販路開拓

145 2601110284 北海道

有限会社高橋工芸

ＮＣルーター導入による木のキッチン、テーブルウエア商品の
旭川信用金庫
生産効率向上と競争力の強化

146 2601110285 北海道

株式会社雪研スノーイーターズ

ＳｆＭ（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｔｉｏｎ）手法を用いた落氷雪塊の野
外での体積・密度計測装置の試作

商工組合中央金庫

147 2601110288 北海道

アルファシステム株式会社

ポイントシステム連動型ＰＯＳシステムの開発

公益財団法人北海道中小企業総合支
援センター

148 2601110289 北海道

日本動物特殊診断株式会社

乳牛の生産性向上をサポートできる、新たな性ホルモン分析
サービスの開発

北洋銀行

149 2601110290 北海道

上加冷機工業株式会社

多種液体凍結液に対応した食品用液体凍結機の開発

北海道銀行

150 2601110292 北海道

株式会社北海道霊芝

花粉をはじめとするアレルギー対策の新たな健康補助食品の 公益財団法人北海道中小企業総合支
開発
援センター

151 2601110293 北海道

株式会社インテリアナス

３Ｄターニングマシンの導入による自社ブランド製品開発促進
旭川信用金庫
及び生産性の向上

152 2601110294 北海道

株式会社メデック

車載用ＩＣ（半導体パッケージ）のⅩ線検査レベルを向上させる
北洋銀行
Ⅹ線検査ユニットの開発

153 2601110296 北海道

株式会社みよい

奇跡の南瓜ペースト生産力向上に向けた堅型袋詰真空包装
機導入事業

北洋銀行
ＺＩＯＮ株式会社

154 2601110299 北海道

有限会社木川商店

地場産食材を活用したオリジナルコロッケの製造体制強化

帯広信用金庫

155 2601110300 北海道

有限会社馬場機械製作所

難削材試験試料加工機導入事業

室蘭信用金庫

156 2601110304 北海道

全日食チェーン北海道協同組合
有限会社丸サ佐藤商店
株式会社サンウェル
株式会社稚内みなとストア
有限会社山小小板商店
有限会社伊藤商店
合名会社丸辰相長センター
株式会社丸栄吉野商店
有限会社マルサン美田二
株式会社マル中中森商店

チェーン独自の手作り惣菜提供で、加盟店のレベルアップと地
方復活、道産食財の普及（食財とは北海道の食の財産という 商工組合中央金庫
造語です）

157 2601110306 北海道

株式会社テクノフェイス

軽量小型なビックデータ処理エンジン提供サービスの開発

北洋銀行

158 2601110308 北海道

アオキ製作株式会社

低環境負荷に対応した粉体塗装設備導入による生産性向上
対策

室蘭信用金庫

159 2601110309 北海道

有限会社清野鉄工所

大型化している牛舎等建設に対応できる鉄工加工生産体制の
帯広信用金庫
確立

160 2601110310 北海道

岩見沢鋳物株式会社

耐熱・耐摩耗など高付加価値化特殊鋳鉄の開発および製造

161 2601110312 北海道

株式会社歯の工房

審美的で、金属アレルギーの発生が少ないインプラント上部構
北海信用金庫
造の設計と、その製造工程の改善

162 2601110313 北海道

上野電機株式会社

制御盤筐体の溶接工程を効率化する少量多品種生産用組立
札幌信用金庫
支援装置の試作開発

163 2601110314 北海道

北海道車体株式会社

３ＤＣＡＤ導入による、車輛および関連製品の設計・技術基盤
の強化

北海道銀行

164 2601110315 北海道

株式会社もりもと

生産効率の向上と生産物量の拡大を実現するための高速包
装機と供給装置の導入

北洋銀行

165 2601110316 北海道

株式会社アース・ネット

空調設備導入による生産性、品質性向上を目的としたクリーン
北海道銀行
マシンルームの構築

北洋銀行

マーケティングオフィス川村

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

166 2601110321 北海道

有限会社熊谷テント製作所

安全環境に配慮した蓄光素材を用いたクッション材の試作開
発

167 2601110322 北海道

岩橋印刷株式会社

最新式中とじ製本機導入による大幅なコスト削減と高品質・短
税理士法人札幌中央会計
納期の即応化

168 2601110324 北海道

株式会社池田熱処理工業

熱処理コスト低減を目的とした省エネ型窒素ガス発生装置の
導入

169 2601110325 北海道

株式会社十勝野フロマージュ

最新の設備導入による、地域資源を活用した安全で高品質な
辻村英樹中小企業診断士事務所
スイーツの商品開発

170 2601110327 北海道

中標津地方魚菜株式会社

窒素置換海洋深層水（羅臼産）による鮮度保持と物流ハブ拠
点化

北洋銀行

171 2601110329 北海道

株式会社山本忠信商店

顧客ニーズに基づいた全粒粉製造による北海道十勝産小麦
粉の普及拡大事業

北洋銀行

172 2601110331 北海道

日中物産白糠工場株式会社

エゾ鹿エキスの海外需要拡大に向けた機能性健康食品素材
の開発に関する設備投資事業

北洋銀行

173 2601110332 北海道

北海道醤油株式会社

検査機械導入による省人化と品質向上事業

北洋銀行

174 2601110335 北海道

株式会社ＢＵＯＮＯオホーツク

レトルト殺菌処理による地元特産物を使用した高付加価値商
品の製造と販路拡大

網走信用金庫

175 2601110340 北海道

空知単板工業株式会社

アニマルウェルフェアと家畜の疫病予防、飼養環境改善に有
効な素材開発

北洋銀行

176 2601110344 北海道

株式会社イークラフトマン

国内産品の価値を高める事を目的とした定温運送の監視シス
税理士法人知野会計事務所
テムの構築

177 2601110346 北海道

株式会社川村工業

生産効率アップ及び需要増加対応のためのライン増設と角ダ
北見信用金庫
クト成型機導入

178 2601110347 北海道

満寿屋商店

真空冷却機を活用した十勝産小麦１００％パンの販路拡大事
北海道銀行
業

179 2601110350 北海道

長谷製菓株式会社

既存技術を融合したチョコレートトップコーターライン導入によ
る新商品開発の取組

株式会社ラコンテ

180 2601110356 北海道

上原ネームプレート工業株式会社

自動車用めっき部品の検査自動化による品質向上とコスト低
減

北海道銀行

181 2601110359 北海道

株式会社北海道バイオインダストリー

オルニチン生成株を用いた付加価値の高い納豆と機能性食品
北洋銀行
の事業化

182 2601110364 北海道

株式会社高松工業

マルチワーク溶接ロボットシステムの導入による生産性向上・
北洋銀行
高品質化の実現

183 2601110365 北海道

株式会社アーテス函館

革新的な縫製技術による世界的ハイブランド向け提案型商品
神吉マネジメントコンサルティング
の展開

184 2601110368 北海道

株式会社エスプランニング

ｉＢｅａｃｏｎを使用したスマートフォン向け観光情報提供サービ
スの開発提供

一般社団法人中小企業診断協会北海
道

185 2601110376 北海道

株式会社福地建装

「雪の積もらない屋根」開発事業

北陸銀行

186 2601110380 北海道

株式会社コスモスチール

ＣＮＣビームワーカーの導入による建築土木用鋼材の生産能
札幌信用金庫
力強化

187 2601110387 北海道

株式会社魚長食品

タブレット端末を活用した海外観光客向け「おもてなしシステ
ム」事業

188 2601110388 北海道

富樫歯科クリニック

最新技術の融合による安心・安全・高品質なインプラント治療
税理士法人池脇会計事務所
の提供

189 2601110389 北海道

株式会社丸イ佐藤海産

最新式重量選別機導入による、高付加価値な「選別済み冷凍
大地みらい信用金庫
帆立貝柱」生産事業

190 2601110391 北海道

株式会社イチマル

型枠用セパレーター加工自動化による省人化の実施及び製
造コスト削減計画

191 2601110397 北海道

株式会社よねざわ工業

循環流動層ボイラー灰及び高炉スラグ微粉末を用いた低セメ
北洋銀行
ントインターロッキングブロックの開発

192 2601110399 北海道

日生バイオ株式会社

北海道産薬草・ハーブ類を用いた女性向け頭皮ケア育毛剤の
北洋銀行
開発

193 2601110401 北海道

株式会社フジタ

自動車排気マフラー加工修理用工作機械の導入

北洋銀行

北洋銀行

北洋銀行

北洋銀行

みちのく銀行

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

194 2601110402 北海道

株式会社アビリティコンサルタント

旅館に宿泊する外国人からの様々な疑問に答える多言語Ｑ／
名古屋銀行
Ａサービス

195 2601110403 北海道

Ｎｅｅｔｈ株式会社

クラウドを活用した機能性食品等、高付加価値食材の流通卸
北洋銀行
売、サービス事業

196 2601110404 北海道

株式会社オビトラ

多様化するカーポートのデザインニーズに合わせた生産体制
帯広信用金庫
の構築

197 2601110405 北海道

北新金属工業株式会社

ハイブリッド型複合ＮＣ旋盤機導入による北海道自動車産業
への販路拡大

北海道銀行

198 2601110408 北海道

有限会社丸二永光水産

北海道産ナマコ化粧品原料及び製品開発

北海道銀行

199 2601110409 北海道

石田製本株式会社

合紙貼り合わせ機・二つ折り紙折り機導入による高品質アル
バム作製開発事業

北洋銀行

200 2601110414 北海道

株式会社ビーバープランニングセン
ター

ピンバッジ増産の為の機械導入と増設

北洋銀行

201 2601110426 北海道

マルゼン食品株式会社

半循環式蓄養水槽の水質環境を制御する水管理システムの
導入

北海道銀行

202 2601110430 北海道

株式会社エスアールジェー

工業用ゴム製品の品質向上および短納期化に向けた試作開
札幌信用金庫
発

203 2601110432 北海道

株式会社デザインセンター

鉄筋コンクリート住宅建築普及のための軽量強化プラスチック
北洋銀行
型枠パネルの開発

204 2601110438 北海道

株式会社ディ・ビー・シー・システム研 アルミニウム湯溶浸食性に優れた部材の開発と溶解炉への実
北洋銀行
究所
用化

205 2601110444 北海道

日本ユニパック株式会社

倉庫管理コンピューターシステム（ＷＭＳ）導入による物流改革
北海道銀行
と競争力強化

206 2601110450 北海道

株式会社アジェンダ

海外・国内旅行者向け「絵はがき投函」アプリ企画

北洋銀行

207 2601110451 北海道

北洋情報システム株式会社

Ｗｅｂ犯罪対策ソフト連動型ホテルシステムの新規開発

北洋銀行

208 2601110456 北海道

株式会社フロントゲート

鋼板切断作業の内製化によるコスト逓減・納期短縮と新たな
市場開拓の実現

一般財団法人旭川産業創造プラザ

209 2601110463 北海道

株式会社表鉄工所

３Ｄプリンターを活用した開発の高度化事業

一般財団法人旭川産業創造プラザ

210 2601110464 北海道

株式会社豊水設計

既設構造物の位置情報及びデジタル画像を用いた効果的な
モニタリング体制の確立事業

北洋銀行

211 2601110466 北海道

有限会社森本鉄工所

鉄骨専用ＣＡＤの導入による農業関連向け鉄骨加工の高度化 空知信用金庫

212 2601110467 北海道

株式会社アブ・アウト

ラーメンスープの製造効率を大幅に向上させる保温調理容器 公益財団法人北海道中小企業総合支
の開発
援センター

213 2601110481 北海道

株式会社ティスリー

高級婦人服生産におけるコスト軽減と生産性の改善に伴うデ
ザイン性の向上

北洋銀行

214 2601110484 北海道

株式会社森住製麺

ニューバルクシステム増設による業務用ラーメンの生産性向
上事業

北海道銀行

215 2601110491 北海道

アーク・システム・ソリューションズ株式 形式手法を用いたソフトウェア開発のための要件分析支援
会社
ツールの開発

216 2601110492 北海道

株式会社エスポアールヨシダ

生産性向上のためのコンピュータミシンと工程管理システムの 株式会社ヒューマンネット・コンサル
導入
ティング

217 2601110498 北海道

株式会社アリガプランニング

地すべり防止工事分野への進出を目指した高性能ボーリング
北洋銀行
機の導入

218 2601110513 北海道

株式会社エルス

三次元画像センサーを用いた効果的エクササイズ支援システ
北洋銀行
ム開発

219 2601110514 北海道

杉本金属工業株式会社

工作機械カバー向けの板金塗装設備導入計画

220 2601110520 北海道

髙嶋コンクリート工業株式会社

生コン製造用の新規操作盤導入による、製造能力の向上と品
北海道銀行
質の安定化。

北海道銀行

商工組合中央金庫

