平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

1 トダテック株式会社

物流拠点の分散化に伴う生産方式の改善と利便性
の高いワイヤーロープの製造

8,537,800

平成28年6月21日

2 原工業株式会社

耐摩耗技術を伸ばす、世界で１台しかない振動研磨
機の増設

10,000,000

平成28年6月23日

3 株式会社カネミツ

溶接ロボット増設による付加価値製品製造ラインと短
納期対応体制の確立

10,000,000

平成28年6月23日

4 協成建設工業株式会社

最新型測量機器を活用した建設現場の生産性向上
と競争力強化

8,993,333

平成28年6月23日

5 有限会社日新商会

北海道の旨味が凝縮した「しゅうまい」増産プロジェク
ト

2,050,000

平成28年6月23日

6 大洋通商株式会社

日本伝統の和弓製作における最新技術を導入した
生産方式の構築

25,610,330

平成28年6月23日

7 株式会社ハイ・フォート

オンデマンド印刷機導入により当社技術力で付加価
値を高めた新写真集を提供する

9,230,000

平成28年6月23日

20,633,600

平成28年6月23日

生産用オーダーメイド設備の高精度化・大型化への
５面加工機の活用

30,000,000

平成28年6月23日

10 国岡製麵株式会社

世界初！レンジでチンする生ラーメンの増産及び海
外販路拡大

10,000,000

平成28年6月23日

11 有限会社ほんだ菓子司

農商工連携事業の主軸であるどら焼きの品質改善
及び生産性向上事業

10,000,000

平成28年6月23日

12 札幌高級鋳物株式会社

鋳造技術の向上と高品質なものづくりのための最新
鋳造シミュレーション導入

8,123,573

平成28年6月23日

13 室蘭ヒート株式会社

加工時間の短縮と品質の安定化に向けた最新真空
熱処理炉の導入

30,000,000

平成28年6月23日

14 大空フーズ

最新燻煙機導入で生産性向上を図り、地域の特色あ
る燻煙製品をより多くの人へ

4,232,000

平成28年6月24日

株式会社高木金型製作 金型製作、試作品、既存部品の製品精度向上、納期
所
短縮及び新規受注を目的としたＣＮＣ旋盤の導入。

10,000,000

平成28年6月24日

16 株式会社菊目屋商店

大型ＮＣルーター導入による鋳造用木型の短納期化
と木型管理の高効率化

10,000,000

平成28年6月24日

17 有限会社ベリーファーム

自社有機栽培ブルーベリーを活用したジェラート事業
生産性向上及び商圏拡大

10,057,000

平成28年6月24日

18 北見食品工業株式会社

いくらトップシール機の増強によるいくら醤油漬パック
詰商品の増産体制の確立

6,240,000

平成28年6月27日

19 野村興産株式会社

新型ポータブルガス濃度計導入により焼却炉やボイ
ラーの排ガス測定の効率化を図る

3,233,000

平成28年6月27日

8

株式会社池田歯車製作 「高硬度材」高精度加工の改善により、売上増加させ
所
る事業

9 シンセメック株式会社

15
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交付決定日

20 株式会社アタカ造船所

新たな機械設備導入による多種多様な高性能ＦＲＰ
船の建造

4,930,000

平成28年6月27日

21 株式会社三好製作所

ステンレス製ボトル等円筒曲面への多色刷り曲面ス
クリーン印刷

4,600,000

平成28年6月27日

22 株式会社シティック

浄化槽ナビゲーションシステムの導入による革新的
な維持管理サービスの提供

4,946,666

平成28年6月27日

道南トップクラスのフリーペーパーの東北地域への
23 株式会社プリントハウス 展開に必要となる印刷機導入と観光客向けスマホサ
イト事業

30,000,000

平成28年6月27日

24 株式会社大雪木工

少ロット多品種化に対応する競争力のある生産の実
現と商品開発力の強化

7,541,360

平成28年6月27日

25 みぞぐち事業株式会社

電磁誘導方式塗膜除去工法による革新的な鋼橋補
修工事の実現

10,000,000

平成28年6月27日

26 株式会社大協

高性能自動縁貼機導入による品質向上と生産性向
上、コスト削減対策

10,000,000

平成28年6月27日

27 丸高水産株式会社

北海道産秋鮭加工の高付加価値化、生産性向上に
必要な機械装置の導入事業

10,000,000

平成28年6月27日

28 有限会社伊藤畜産

製造販売力、レストランサービス等の強化のための
牛肉・生乳の製造能力の増大化計画

4,866,000

平成28年6月27日

29 英建設株式会社

新築・リフォーム工事の見積り作成効率化とプレゼン
能力向上による競争力強化及び受注拡大

1,826,666

平成28年6月27日

30 株式会社北都

高速大型ＵＶ印刷機の導入による大型看板の生産性
向上

24,691,358

平成28年6月27日

高精度エッジバインダー（縁貼機）導入による加工精
度向上（家具・店舗什器の美化）と加工時間の短縮
化

10,000,000

平成28年6月27日

32 株式会社遠藤組

乾燥設備の導入による国内初「純国産シーベリーオ
イル」の開発・販売

4,881,999

平成28年6月28日

33 株式会社重原商店

地域資源（羽幌町産甘エビ）の鮮度保持の取り組み
と地産地加工（３Ｄ急速凍結機）による高付加価値化

6,666,666

平成28年6月28日

34 株式会社道北テント

シート・フイルム等溶着技能向上による製造量の増
加と農業用シート等新分野商品製造事業

3,466,666

平成28年6月28日

35 株式会社桐越

新型自動皮むき機の導入による生産性の向上と「高
品質・高付加価値化」事業

5,000,000

平成28年6月28日

36 丸和信和建設株式会社

削り機等の導入による鮭節生産体制の強化及び微
粉末化による商品種別の拡充

9,670,000

平成28年6月28日

37 三陽商事株式会社

３次元設計ソフトによる農産物関連機械の新技術開
発コストの削減

1,660,133

平成28年6月28日

38 エノ産業株式会社

木材乾燥実証機の導入後における顧客別木材乾燥
スケジュールデータ作成計画

7,333,333

平成28年6月28日

39 株式会社トップ・ラン

北海道産こんにゃく芋を使用したこんにゃくの製造販
売事業

30,000,000

平成28年6月28日

40 株式会社山本忠信商店

国産大豆類の高レベルな選別調整の導入による供
給力強化事業

10,000,000

平成28年6月28日

31

マルカ北海化成株式会
社
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41 株式会社キタジマ

学校給食における食の安全・衛生の観点から異物混
入事故をなくすため

6,800,000

平成28年6月28日

42 カドウフーズ株式会社

道南の農水産物を活用した機能性のある函館スイー
ツ製造用設備導入

4,566,666

平成28年6月28日

43

株式会社旭都鉄筋工業 生産性の向上や担い手不足を解消する鉄筋加工機
所
導入による省力化・ライン化

10,000,000

平成28年6月28日

44

松江エンジニアリング株 プレス金型の再生事業における顧客ニーズに対応し
式会社
た高精度・長寿命化の実現

10,000,000

平成28年6月28日

45 有限会社アルフ

自動車部品等向け精密金型部品製造ラインの増設
による革新的効率改善

28,570,666

平成28年6月28日

46 株式会社深川硝子工芸

硬質ガラス用単独高燃焼炉設置による高品質製品
の実現

1,810,000

平成28年6月28日

47 有限会社山崎製作所

ＡＣサーボブレーキプレス導入による生産性の向上と
新市場開拓

9,906,000

平成28年6月28日

48 トナミ食品工業株式会社

過熱水蒸気技術を用いた新設備導入による「北海道
産冷凍焼き野菜」の製品化事業

30,000,000

平成28年6月28日

株式会社アリガプランニ ランニングコスト不要地中熱真空ヒートパイプ融雪新
ング
領域進出による最新鋭ボーリング機の調達

30,000,000

平成28年6月28日

北海道初！超硬チップソー多用途研磨機導入による
劇的なＱＣＤ向上と新市場開拓

6,197,000

平成28年7月1日

道産果汁１００％ジュース「北国フルーツ」増産販路
拡大事業

1,280,000

平成28年7月1日

高品質生乳を用いた赤井川村名産品開発・製造及
び販売に係る機械設備導入

10,000,000

平成28年7月1日

広伸プラント工業株式会 ＣＮＣ制御式パイプ自動切断機の導入による大口径
社
パイプ切断工程の効率化

29,000,000

平成28年7月1日

54 株式会社モリタン

道産冷凍帆立貝柱を世界へ！更なる高品質化によ
る輸出力強化事業

22,666,666

平成28年7月1日

55 株式会社残間金属工業

最新溶接ロボットシステムの導入による製造効率と
品質向上による事業領域の拡大

26,000,000

平成28年7月1日

56 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、鉄骨柱用の
最新鋭鋼材切削機の導入

25,333,333

平成28年7月1日

57 株式会社ｅｓａｋｉ

農産物鮮度向上のための予冷工程改善と、通年安
定出荷に向けた冷蔵冷凍貯蔵施設整備

2,339,110

平成28年7月1日

58 サカエ農機株式会社

シャーリングマシン導入による作業効率化と豆類収
穫専用コンバインの試作開発

5,000,000

平成28年7月1日

安全・安心有機栽培ニンニクの生産効率化による競
争力強化

3,286,000

平成28年7月1日

汎用性の高い加工機械の導入による理想的な研究
開発環境実現事業

30,000,000

平成28年7月1日

30,000,000

平成28年7月1日

49

50 有限会社ヤマコシ研商
51

株式会社北海道アグリ
マート

52 株式会社山中牧場

53

59

グリーンテックス株式会
社

60 株式会社植松電機

61

有限会社マルヒロ太田食 最新型工場ライン導入による北海道産「まるごとコ
品
ロッケ」の高度生産性向上事業
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申請者名称

事業計画名

62 ハッピーフーズ株式会社

生産性向上による地元産秋鮭を使った切身等加工
食品の販路拡大

63 有限会社マルサフーズ

天然活〆鮭など秋鮭の高度加工処理による、付加価
値アップ化した売れる商品開発

64

交付決定日

9,012,666

平成28年7月1日

14,800,000

平成28年7月1日

株式会社ダイワウッド工 最新型機械と伝統技術の融合によるオーダーメイド
業
家具の品質向上と、競争力強化計画

10,000,000

平成28年7月4日

精密加工機導入による、自社生産機械の付加価値
額向上

10,000,000

平成28年7月4日

1,992,693

平成28年7月4日

4,399,999

平成28年7月4日

65 株式会社フジ

66

交付決定額

株式会社DAL・DNA解析 臨床応用を目的とした新規検査法と再生医療技術の
ラボラトリー
開発

67 株式会社小樽海洋水産

主に小樽近海の水産資源を活用した高品質「Ｆａｓｔ
Ｆｉｓｈ」の開発

68

高性能３次元マルチアライメント計測器の導入による
有限会社ボデーショップ・
衝突安全ボディ完全復元に向けた計測技術の高精
カドワキ
度化と作業環境改善

7,728,000

平成28年7月4日

69

株式会社だるま食品本
舗

9,333,333

平成28年7月4日

10,000,000

平成28年7月4日

高効率型こんにゃく製造装置導入による新製品開発
と生産性向上

70 メイトク北海道株式会社

金型溶接技術による省エネ化とコスト低減へ取り組
み

71 草野作工株式会社

高付加価値な薬用植物の生産効率化に向けた根塊
スライス装置と大量乾燥システムの導入による過酷
作業の解消

3,383,770

平成28年7月4日

72 丸ニ北海煉瓦株式会社

小型真空押出機導入による新商品の開発

3,419,333

平成28年7月4日

73 有限会社片原商店

上士幌町特産「ナイタイ和牛」の加工処理能力向上
および増産体制の確立

10,000,000

平成28年7月4日

74 日美装建株式会社

エアコン清掃とＩｏＴの融合によるエアーマネジメント
サービス事業

10,000,000

平成28年7月4日

75 株式会社見方

美味しさを追求した調理食品の製造ラインの構築

21,733,000

平成28年7月4日

76 株式会社ヤブシタ

室外機設置環境を最適化する気流解析シミュレー
ションの導入

6,730,400

平成28年7月4日

77 株式会社永澤機械

最新型５軸対応立形マシニングセンタ導入によるフラ
イス加工技術の高精度化と生産リードタイムの短縮

29,800,000

平成28年7月4日

30,000,000

平成28年7月4日

22,000,000

平成28年7月4日

78

株式会社丸二永光水産 道産魚介類の高付加価値化のための最先端３Ｄ凍
マルニ札幌清田食品
結フリーザー装置の導入事業

79 有限会社ミヤタ技研工業

高性能立形マシニングセンタ導入による切削加工技
術の高精度化と生産性向上対策

80 株式会社ハイブリッジ

高効率燃料電池触媒用単原子スパッタ装置の開発

3,735,306

平成28年7月4日

有限会社髙橋クリーニン 遠赤外線乾燥機導入による殺菌・消臭クリーニング
グ
事業

1,034,000

平成28年7月4日

81
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申請者名称

82

事業計画名

シロクマ北海食品株式会 全国展開を狙う北海道産小麦パンのブランド化と生
社
産性向上用設備導入

交付決定額

交付決定日

10,000,000

平成28年7月5日

83 有限会社北大陸

ハンバーグ等食肉製品で生産性・品質向上、新事業
展開のための真空定量充填機等導入

4,666,666

平成28年7月5日

84 株式会社キュウホー

国内初の薬草専用除草機の開発に伴う熱風焼付乾
燥炉の導入による塗装の高品質化

10,000,000

平成28年7月5日

30,000,000

平成28年7月5日

85

株式会社イチイゲタ富樫 ＩｏＴを用いたフレーク窒素氷設備導入による釧路鮮
水産
魚の超高鮮度保持事業

86 株式会社野口工芸社

看板のデザイン革命！ＬＥＤ象嵌サイン製造による新
規開拓を図ります

29,666,666

平成28年7月5日

87 寿機械株式会社

圧延装置本体の短納期化及び高精度品質を目的と
した横型マシニングセンター機の導入

23,200,000

平成28年7月5日

88 株式会社仁光電機

定置網漁向けアザラシ用忌避装置の開発

1,700,000

平成28年7月5日

89 第一金属株式会社

最新型研磨機導入によるプレス刃物研磨作業の省
力化と生産能力の向上

15,333,333

平成28年7月5日

株式会社プロフォーマン エアクランプ式刺繍機の導入による作業効率の大幅
ス
アップ及び新たな刺繍サービスの提供

1,358,000

平成28年7月5日

91 アルナチュリア株式会社

イジェクター式垂直架台型脱気シーラー導入による、
製品パッケージング品質向上対策

1,569,666

平成28年7月5日

92 熊谷機工株式会社

最新型パイプベンダー導入により行う短納期と外注
作業の内製化を達成する事業

6,284,000

平成28年7月5日

93 株式会社はこだて柳屋

北海道新幹線の開通に伴う土産用半生菓子の需要
増加に対応するための高機能な菓子製造機械の導
入事業

11,431,333

平成28年7月5日

94 有限会社玉家プロダクツ

在庫管理業務効率化のための在庫管理オンラインシ
ステム導入と海外進出計画

4,197,531

平成28年7月5日

95 森産業株式会社

バーク堆肥の品質向上とペレット加工による混合堆
肥複合肥料の商品化

10,000,000

平成28年7月5日

96 新得物産株式会社

民間主導の地域社会づくり「新得そば」ブランド再構
築事業

5,000,000

平成28年7月5日

97 国稀酒造株式会社

輸出に向けた吟醸用こしき及びサーマルタンク導入
による大吟醸酒製品の高品質・高付加価値化事業

10,000,000

平成28年7月5日

98 有限会社亜麻公社

北海道産亜麻仁油の品質及び工程改善に必要な機
械装置の導入事業

1,358,666

平成28年7月5日

99 有限会社吉村工作所

鉄骨専用ＣＡＤシステム導入による製品の高精度化
および生産性向上対策

1,800,000

平成28年7月5日

プラズマ切断機の導入による高精度化・短納期化の
促進と新規需要の開拓

30,000,000

平成28年7月5日

「海外・個食」販路拡大のための安全・安心、多品目
いかそうめん生産用設備導入事業

10,000,000

平成28年7月5日

90

100 株式会社新保商店

101

株式会社カネサン佐藤
水産
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申請者名称

事業計画名

102 株式会社北診印刷

ＵＶインクジェットプリンタ及びＣＯ２レーザー彫刻機
の導入による外注内製化計画

103 株式会社きのとや

『札幌農学校』の生産性向上及び品質改善のための
専用ラインの設備導入

104 ベル食品株式会社

交付決定額

交付決定日

3,000,000

平成28年7月5日

28,066,000

平成28年7月5日

レトルト食品で海外を狙う！好評な家庭用製品の大
容量化を図る事業

5,000,000

平成28年7月5日

鋳鋼品の高付加価値化を目的とした難削材加工機
の導入

10,000,000

平成28年7月5日

106 石田めん羊牧場

移動型搾乳機を用いた衛生的に高品質な羊乳を生
産する事業

1,247,600

平成28年7月5日

107 倉繁醸造株式会社

乾燥麹を増産するため行う製麹機・麹室の増設によ
る作業効率改善事業

5,000,000

平成28年7月6日

108 株式会社サンブリッジ

社会資本ストックの延命化に資する超緻密高強度補
強材料の開発製造と普及

5,000,000

平成28年7月6日

109 運上船舶工業有限会社

アルミ船溶接の精度・効率アップを可能とする生産体
制の確立

10,000,000

平成28年7月6日

110 稚内製綱株式会社

漁業用ロープ製造にかかる「小型熱処理加工機」導
入による品質向上・競争力の強化

8,066,600

平成28年7月6日

111 ＪＰ ＭＯＬＤ株式会社

道東の金型屋の挑戦！新型放電加工機導入による
ＱＣＤ向上と新機軸構築による受注獲得

10,000,000

平成28年7月6日

112 空知単板工業株式会社

高デザイン性木製クラフト製造の為のレーザー加工
機の導入

4,584,332

平成28年7月6日

113

ノースプレインファーム株 有機生乳を使用した日本初のオーガニック熟成チー
式会社
ズの開発

2,150,000

平成28年7月6日

114

有限会社アルブロデザイ 樹脂成型システムの導入による 原型方案の多様化
ン社
及び高付加価値化

2,020,000

平成28年7月6日

115

株式会社ファームソレイ 最新加工機械導入による、糖尿病（予備群）患者向
ユ
け低糖質・低カロリー洋菓子開発事業

9,030,000

平成28年7月6日

116

有限会社サン・ミート木
村

設備投資による地方食肉販売店の販路拡大・全国
展開・海外市場参入事業

3,043,000

平成28年7月6日

117 アイクス株式会社

高性能ＮＣ放電加工機の導入による放電加工技術
の高精度化と生産リードタイムの短縮

10,000,000

平成28年7月6日

118 有限会社ヒエヌキ

北海道新幹線開業で注目される木古内町の特産品
「はこだて和牛コロッケ」の生産能力強化

4,626,666

平成28年7月6日

119 株式会社近海食品

超音波切断機導入による昆布重ね巻きの生産性向
上と販路拡大計画

26,933,000

平成28年7月6日

株式会社ジェネティックラ 低侵襲による新しいがん個別化検査サービスの実現
ボ
化

4,789,333

平成28年7月6日

チーズタルトの生産効率の向上及び生産量拡大のた
めの設備導入

30,000,000

平成28年7月6日

105

120

株式会社アールアンド
イー

121 株式会社ＢＡＫＥ
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申請者名称

事業計画名

122 株式会社ノースマート

ＵＶプリンター導入による新商品開発および海外

123 丸ヱ寺江食品株式会社

障がい者が活躍する稚内新ブランド開発と生産性向
上の実現

交付決定額

交付決定日

2,940,000

平成28年7月6日

14,405,598

平成28年7月6日

規制改革に対応した独自乳酸菌サプリのスケール
アップ体制構築

9,700,000

平成28年7月6日

125 株式会社電通システム

高齢者安否確認「見守り」クラウドサービス提供

5,000,000

平成28年7月6日

126 株式会社セーコー

安全見守り機能付き車椅子用クッションの開発

5,000,000

平成28年7月7日

127 ホクダイ株式会社

航空機事業参入に向けた、設備投資による企業体質
の基盤強化

9,766,666

平成28年7月7日

128 有限会社旭工房

最新デジタル印刷機を導入して行う小ロット、高品
質、短納期が達成となる作業効率化事業

4,400,000

平成28年7月7日

129 株式会社トメダ機械工業

十勝農業の競争力向上を支援する～新型レーザー
加工機導入によるＱＣＤ向上

30,000,000

平成28年7月7日

130 国産生薬株式会社

北海道固有ハトムギ品種「北のはと」出荷強化を目
指した設備導入事業

3,137,200

平成28年7月7日

131 株式会社道南冷蔵

鮭フレーク１５０％増産！ＷＩＮ・ＷＩＮ・ＷＩＮ！プロジェ
クト

24,600,000

平成28年7月7日

132 株式会社安田鉄工所

ロボット溶接鉄骨製造ライン構築のための溶接ロボッ
トの導入

20,000,000

平成28年7月7日

133 有限会社永三ファニチャ

最新型ＮＣマシン導入による、国内市場での競争力
強化と若手人材育成事業

21,146,666

平成28年7月7日

株式会社プリプレス・セン 「雪化粧パッケージ」の試作開発を通じたプレミアム
ター
パッケージ市場への新展開

30,000,000

平成28年7月7日

124

134

アテリオ・バイオ株式会
社

135 株式会社エフ・イー

ブレーキプレス導入による生産効率の向上、高品質・
高精度化及びリードタイムの短縮

10,000,000

平成28年7月7日

136 小川水産株式会社

新たな鮮度保持技術（氷温技術および窒素置換技
術）を活用した原料ウニの鮮度保持に関する取り組
み

10,000,000

平成28年7月7日

137 士幌鉄工株式会社

鉄骨切断機導入による大型牛舎建設に対応できる
鉄骨加工生産体制の確立

3,420,000

平成28年7月7日

上原ネームプレート工業 自動車装飾部品向け金属薄膜の生産性向上並びに
株式会社
品質安定化

30,000,000

平成28年7月7日

139 株式会社札米

道産米を活用した「北海道だんご」製造設備導入によ
る競争力強化と販路拡大

5,856,000

平成28年7月7日

140 有限会社すずきふぁーむ

自社生産アイスクリームと飲食の同時提供による付
加価値の向上

4,584,000

平成28年7月7日

141 株式会社カンディハウス

ＣＮＣコピーマシン導入によるデザイン性の高い木製
椅子生産の効率化

30,000,000

平成28年7月7日

138
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142 有限会社フジカメラ

顧客と二人三脚でつくるオリジナルフォトアルバム
サービスの展開

143 株式会社三英

交付決定額

交付決定日

5,000,000

平成28年7月7日

インクジェットプリンタを用いた理想的な卓球台天板
の開発

30,000,000

平成28年7月7日

144 三栄機械株式会社

最新型複合旋盤加工機導入による高精度・生産性
向上と新規市場開拓

30,000,000

平成28年7月7日

145 株式会社辰巳水産

最新型オーブン機導入による、健康と美容効果を高
める道産ハイブリット機能性スイーツの製品化事業

6,039,000

平成28年7月7日

146 株式会社カムイ電子

ＩｏＴテレマティス端末製造に伴う高性能試験設備の
導入

30,000,000

平成28年7月7日

147 佐藤鋳工株式会社

最新型全自動デファレンシャルケース加工機導入に
よる自動車用鋳鉄部品の生産プロセスの改善

30,000,000

平成28年7月7日

148

日本アスパラガス株式会 後志地域での乾燥・紛体野菜製造ライン新設に伴う
社
設備導入事業

30,000,000

平成28年7月7日

149

アビエンジニアリング株
式会社

雪崩予防柵を固定する斜面用アンカー工法における
新技術開発

5,000,000

平成28年7月7日

150

株式会社北炭ゼネラル
サービス

高機能分析機器類の導入による業務品質・作業効
率・顧客満足（質・量共）の向上

10,000,000

平成28年7月7日

151

有限会社前川機械工作 最新モデルの複合加工機導入による生産性の効率
所
化とニッチ産業への参入

29,386,000

平成28年7月7日

152

中標津地方魚菜株式会 窒素置換技術を活用した干物の品質向上とＩｏＴによ
社
る生産工程の可視化

19,660,000

平成28年7月7日

4,000,000

平成28年7月7日

30,000,000

平成28年7月7日

153 株式会社樋口

プレスブレーキ用新型ＮＣ制御盤導入によるキッチン
製造ラインの効率化

154 央幸設備工業株式会社 霊芝（マンネンタケ）栽培増産に伴う内製化促進

155 釧路綜合印刷株式会社

次世代型ＬＥＤ－ＵＶ乾燥システム導入による生産性
向上と作業効率化の実現

10,000,000

平成28年7月8日

156 上坂木材株式会社

ＮＣルーター導入による受注品の品質及び精度向上
と生産性向上による短納期化事業

26,446,666

平成28年7月8日

157 スプウン谷のザワザワ村

全国屈指の農場景観内にオープンテラスを融合した
「グランピング型」レストラン。

5,123,332

平成28年7月8日

158 株式会社西野製作所

サイズ自動調整機能搭載の「円筒研削盤」導入によ
る高効率化と技術強化による競争力強化。

10,000,000

平成28年7月8日

159 株式会社藤井

『大豆専門撰別機』として電光撰別機導入による生産
力増強と品質ブランド向上

25,453,333

平成28年7月8日

160 株式会社室蘭うずら園

新製品の生産量増に対応した、生産性向上のため
の包装機導入事業

8,333,333

平成28年7月8日

161 株式会社ワールド山内

新型高出力レーザー加工機による高精度加工の実
現と生産性の向上

30,000,000

平成28年7月8日
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申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

162 有限会社東野農園

薬用作物（カノコソウ）安定生産を 目的とする堀上げ
機械導入事業

2,160,000

平成28年7月8日

163 株式会社ノベルズ食品

十勝ハーブ牛の生産・品質管理の統合システム導入
によるブランド強化

2,856,600

平成28年7月8日

164

株式会社イークラフトマ
ン

電話とファクシミリしか持たない小規模生産者向けの
クラウド型受発注システムの構築

4,800,000

平成28年7月8日

165

オホーツク・ショコラッティ 機械化により、高級チョコレートトリュフを迅速に大量
エ株式会社
に作る革新的製造改良事業

10,000,000

平成28年7月8日

ブランド卵「酵素卵」の生産拡大に向けた全自動養鶏
システムの導入

10,000,000

平成28年7月8日

167

株式会社前田電機製作 巻コア製作の機械化及び大型乾燥炉を導入し、生産
所
工程の短縮・原価の低減を図る事業

10,000,000

平成28年7月8日

168

北海道はまなす食品株
式会社

10,000,000

平成28年7月8日

169

下川フォレストファミリー 新規加工・生産性向上を目的とした最新型 ＮＣルー
株式会社
ターの導入

21,333,333

平成28年7月8日

170

株式会社グリーンウォー サイディング同質出隅の市場拡大のため、サイディン
ル
グプレカット事業推進化

4,686,000

平成28年7月8日

171

日本動物特殊診断株式 ウシの生産性向上をもたらす、新たな薬剤感受性試
会社
験サービスの開発

4,404,715

平成28年7月8日

12,884,000

平成28年7月8日

有限会社マーケットエン グローバルフルスタックエンジニア育成事業（ＩＴ総合
ジニア
技術者育成事業）

9,955,281

平成28年7月8日

174 有限会社助安農場

こだわり米の流通用商品強化による「助安農場」ブラ
ンドの拡大

1,239,866

平成28年7月8日

175 株式会社ホクドー

再生医療研究推進に寄与する、脊髄損傷モデル等
の動物供給体制の確立

8,093,333

平成28年7月8日

176 株式会社メディエイト

高齢者向け地域におけるＩｏＴを活用した見守りサー
ビス

4,000,000

平成28年7月8日

177 株式会社アイワード

道内初の完全自動包装機の導入により、印刷物の
包装を自動化する事業

8,310,000

平成28年7月8日

28,866,664

平成28年7月8日

北海道産小麦・ライ麦を主原料とするヴィーガンクッ
キーの開発製造化事業

7,044,444

平成28年7月8日

180

株式会社ネイビーズ・クリ 高精度三次元データを活用した顧客のマーケティン
エイション
グ強化とコスト削減の実現

9,908,000

平成28年7月8日

181

ジャパーナプランニング
株式会社

4,776,666

平成28年7月8日

166 有限会社阿部養鶏場

172 株式会社三海幸

173

178

自動計量機等導入による道産原料を活用したグラ
ノーラの商品化

北海道おちちまめ健康栄養菓子産業づくり

株式会社丸中しれとこ食 数の子生産ラインの新規設備投資による生産性向上
品
と販路拡大

179 株式会社白亜ダイシン

外国人旅行客向けワンストップ型交通機関、現地発
着ツアー手配システム導入による革新的サービス提
供
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申請者名称

182 株式会社もりもと

183

事業計画名
ケーキ類の増産と生産性向上のための超音波トルテ
スライサーと包装機の導入

株式会社バーナードソフ ＩｏＴ対応の大規模ネットワーク監視システムテグノス
ト
の改良

交付決定額

交付決定日

14,449,999

平成28年7月8日

3,513,970

平成28年7月8日

1,491,827

平成28年7月8日

184 合同会社Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｒｏｐｓ

札幌伝統野菜「札幌黄」の高付加価値スープの開
発・製造事業

185 北海道ワイン株式会社

最新式の設備を使用した瓶内二次発酵方式スパー
クリングワインの製造

10,000,000

平成28年7月11日

186 株式会社レアックス

世界初の統合型孔内計測システムによる総合的
ボーリング情報提供サービスの創出

30,000,000

平成28年7月11日

187 株式会社ハンドパワー

魔法の仕上りと速さを～新型スポット溶接機とコンプ
レッサー導入によるＱＣＤ向上と新市場開拓

2,400,000

平成28年7月11日

188 株式会社まつもと薬局

十勝初！散薬調剤ロボット導入による調剤業務負担
軽減と、訪問健康サポート事業の展開

6,329,000

平成28年7月11日

189

株式会社森のホールパ
ブリック

弟子屈町の温泉活用のマンゴー等農産物を使用した
スイーツの開発

6,282,800

平成28年7月11日

190

株式会社サンフレッシュ 北海道産の新鮮・厳選素材に拘った新おこわ商品の
サービス
開発・販売事業

5,503,000

平成28年7月11日

191

有限会社カネ忠高西商
店

スチームコンベクションオーブン導入による、体に優
しい弁当・惣菜の製造・販売

1,760,213

平成28年7月11日

192 株式会社バーチャルイン

中小企業向けネットショップ広告ツール作成支援シス
テムの開発

2,900,000

平成28年7月11日

193 ソメスサドル株式会社

通信販売向け顧客管理システム導入による、顧客目
線にたった販売システムの構築

3,400,000

平成28年7月11日

194 株式会社山吉青山商店

ニシン加工処理機器導入による、付加価値の高い身
欠きニシン・珍味類の製造体制の整備。

3,966,666

平成28年7月11日

195 ファームエイジ株式会社

かつて無い速さとわかり易さで野生動物の生態情報
を提供するクラウドサービス

3,013,331

平成28年7月11日

マルキ平川水産株式会
社

生産ライン改良による海外輸出向け高品質生ウニ製
造の基盤整備

10,000,000

平成28年7月11日

3,990,666

平成28年7月11日

3,252,169

平成28年7月11日

個人情報委託先監督のサポート機能を強化するため
の機密抹消サービス革新事業

10,000,000

平成28年7月11日

200

株式会社ファイバーゲー 指向性アンテナのコントロール機能を実装した無線Ｌ
ト
ＡＮ基地局の開発

3,407,767

平成28年7月11日

201

有限会社馬場機械製作
精密成形研削盤導入による生産性向上対策
所

10,000,000

平成28年7月11日

196

197 株式会社ヒルコ

融雪設備の最適設定サービスを支援するアフター
フォローシステム開発

198 北海道ポラコン株式会社 コンクリート製品の性能復活サービスの展開

199 株式会社丸升増田本店
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申請者名称
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202 五嶋金属工業株式会社

溶接ロボットの導入による生産性向上およびコスト削
減対策

203 北栄興業株式会社

交付決定額

交付決定日

8,800,000

平成28年7月11日

鉄骨コア連結“２アーク”溶接システムによる技術向
上・生産拡大計画

30,000,000

平成28年7月11日

204 株式会社伊藤塗工部

焼付塗装の高度化設備導入による高品質塗装技術
確保事業

10,000,000

平成28年7月11日

205 おがファーム

炭酸ガス及び加温による早期出荷

2,000,000

平成28年7月11日

206 株式会社技研工房

高精度計測器製造用のクラウド対応型検査システム
（ＨＡＩＳ－Ｃ）の導入

5,000,000

平成28年7月11日

207 株式会社ローレル

直営店舗管理システム構築により、販売から生産ま
で一括した自社オペレーションを実現

10,000,000

平成28年7月11日

208 日本清酒株式会社

チャレンジ創業１５０年！ 新たなマーケットに挑むた
めの生産能力の強化事業

30,000,000

平成28年7月12日

209 株式会社花月

自動包装機導入による生産性向上と外販売上の拡
大

3,700,000

平成28年7月12日

210 ふたみ青果株式会社

高鮮度保持とＩｏＴ技術を活用したＴＰＰ加盟国等への
トウモロコシ輸出事業

30,000,000

平成28年7月12日

211 株式会社とかち製菓

ご当地洋菓子の製造販売による革新計画

7,258,000

平成28年7月12日

212 株式会社ニッコー

フレキシブル操作型食品加熱焼成システムの高度化
に関する研究開発

5,500,000

平成28年7月12日

213 株式会社匠工芸

ＮＣボーリングマシン導入によるオリジナル製品の生
産性及び品質の向上

5,000,000

平成28年7月12日

有限会社北海道ホープラ 地場産スイートコーンの生産性向上と海外への販路
ンド
拡大のための検討

5,000,000

平成28年7月12日

3,000,000

平成28年7月12日

10,000,000

平成28年7月12日

2,759,000

平成28年7月12日

214

215 株式会社アイ・ティ・エス

建設業界へ向けた革新的営業手法の提供 ビッグ
データを活用した営業戦略支援システムの開発

216 株式会社ＦＪコンポジット レドックスフロー電池用双極板の開発

217

有限会社道東暖熱工業 蒸気配管等の３次元形状計測に基づく断熱保温カ
所
バー生産プロセスの改善

218 北海道車体株式会社

環境と食品関連車輌の架装事業拡大の為の生産プ
ロセス強化

5,000,000

平成28年7月12日

219 日清食材株式会社

最新式全自動梱包ロボット、Ｘ線検査機導入による、
梱包の高効率化及び製品安全性向上計画

27,500,000

平成28年7月12日

220 ジャストフーズ有限会社

地元農産物を素材とした冷凍食品の事業拡大・高品
質化に向けた自動計量・包装設備の導入

10,000,000

平成28年7月12日

221 株式会社アイビック

販売顧客管理システム導入による競争力強化・事業
領域拡大

5,000,000

平成28年7月12日
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222 北新金属工業株式会社

ネットワーク対応型全自動検査システム構築による
道内調達拡大策

30,000,000

平成28年7月12日

223 東洋農機株式会社

溶接ロボットシステム構築と溶接ロボット導入

30,000,000

平成28年7月12日

224 株式会社マルケン

高付加価値ゴムチップパネルの開発

3,492,418

平成28年7月12日

機材導入「ニシン、数の子」親子原料利用で新商品
開発、販売で雇用促進事業

2,339,999

平成28年7月12日

10,000,000

平成28年7月12日

異種交配による観賞用エビ養殖事業（高品質希少種
及び高品質普及種）

9,207,600

平成28年7月12日

228 株式会社和創

洋室を和の空間に変える極薄畳、極薄両面畳の開
発、製造

5,000,000

平成28年7月12日

229 オルソン株式会社

鮭フレークを海外に！更なる需要に応えるための生
産設備更新計画

29,866,666

平成28年7月12日

230 山鋼札幌株式会社

鉄板加工の内製化により、即納体制拡充及び商品ラ
インナップ増強を図る競争力向上事業

7,333,333

平成28年7月12日

231 和弘食品株式会社

味覚センサーを活用した味の数値化による調味料開
発の高度化

6,290,000

平成28年7月12日

232 十勝品質事業協同組合

最新式機器導入による国内初のナチュラルチーズ共
同熟成システム運用と商品開発

10,000,000

平成28年7月12日

233 有限会社半田ファーム

安心安全で上質な国産ナチュラルチーズの製造体制
強化による売上拡大

10,000,000

平成28年7月13日

234 ライフ工業株式会社

鉄骨コアのロボット溶接による生産性の向上、地元
市場の確保

5,000,000

平成28年7月13日

235 長谷製菓株式会社

主力ラングドシャの生産ライン自動化によるＯＥＭ対
応強化ならびに製品開発力の強化

5,000,000

平成28年7月13日

236 株式会社オビトラ

粉体塗装ブース導入による生産体制の強化と顧客
ニーズへの対応

10,000,000

平成28年7月13日

介護記録データ自動解析による介護計画の自動生
成システムの開発

9,919,192

平成28年7月13日

高性能ロータリーポンプ導入による、製紙工場向け
高粘度薬液輸送の高効率化

5,266,000

平成28年7月13日

2,841,800

平成28年7月14日

225

株式会社まるりょう野沢
商店

226

アドバリーシステム株式 ＩｏＴを活用した「スマートファクトリー」実現のためのソ
会社
リューションの開発

227

雄大コンサルタント株式
会社

237

株式会社さくらコミュニ
ティサービス

238 村井運輸株式会社

239

コーケン フード＆フレ－ 新たな発酵ホタテピュアパウダー（ＨＰＰ）の製品化に
バー株式会社
向けた製法構築

240 飛栄建設株式会社

“Ｃｌｅａｎ ｓｐａｃｅ ｆｏｒ ａｌｌ ｏｆ ｕｓ”の実現と展開

2,662,000

平成28年7月14日

241 株式会社イシカリ

脱脂化成設備導入による塗装前処理工程の作業環
境改善と生産性向上と塗装技術の高度化

5,000,000

平成28年7月14日
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242

株式会社アド・ワン・
ファーム

ハウスによる水耕栽培の生育管理および製造管理
システムの導入

5,000,000

平成28年7月14日

243

株式会社イソップアグリ
システム

大豆とヒマワリによるファットスプレッド（ソフトバター
様）の試作開発

4,998,731

平成28年7月15日

244 飯田農場

農場センシングシステムの導入による収益力向上計
画

5,000,000

平成28年7月21日

245 株式会社セテック

カルシウム・シリカ法による高性能・低コストな乾式脱
硫剤の試作開発

3,000,000

平成28年8月2日

16,818,650

平成28年8月9日

246

有限会社マルショウ小西 新型活魚水槽導入と神経締め技術の融合による商
鮮魚店
圏拡大事業

247 株式会社堀本工作所

精密研削技術確立による医療用金型の高度化事業

10,000,000

平成28年11月14日

248 株式会社北海道ニーズ

雪氷を使用した包装形態と保冷トレーラーを活用した
水産物の鮮度保持技術の確立

10,000,000

平成28年11月14日

畑の土中にある石を粉砕して「暗渠用砂利」として活
用する新事業の展開

9,630,000

平成28年11月14日

250 株式会社アリス・ファーム

ベリー園の６次産業化の強化と観光教育的要素を加
えた６．５次産業化の試み

2,854,733

平成28年11月14日

251 株式会社北彩庵

殺菌・冷却装置の導入による漬物の殺菌・冷却プロ
セスの高度化

8,849,000

平成28年11月14日

252 共和鉄工株式会社

鉄骨階段の加工におけるロボット溶接機等を用いた
品質・生産性・信頼性の強化

5,983,000

平成28年11月14日

249

株式会社メリット情報内
藤
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