平成３０年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 １次公募
北海道採択案件一覧（193者）
（受付番号順）

（早期採択分の６者を含んでいます。 )
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
クーンナイトミキサー導入による製造工程の自動化と混合粗
飼料の開発事業
配電盤製作のＱＣＤ力向上および新市場拡大を目的とした
多目的形鋼加工機の導入
電子スモーク技術を導入して製造する高品質な「燻製魚醤」
の製品化
新型ドリルマシンの導入と工場のレイアウト改善により鉄骨
加工工程を大幅短縮し、供給力を強化

認定支援機関名

1 3001110001

北海道

株式会社エース・クリーン

8460301000091

2 3001110002

北海道

株式会社日照電機製作所

3430001012774

3 3001110006

北海道

株式会社中井英策商店

3430001057943

4 3001110008

北海道

広瀬高周波工業株式会社

9460101001446

5 3001110009

北海道

北海道はまなす食品株式会社

4430001033588

障がい者と健常者の協働による新事業（乾燥納豆）の創出

6 3001110010

北海道

白川車輌工業株式会社

2460301000519

最新型プレス機導入による劇的な生産性向上と職場環境の
北見信用金庫
改善

7 3001110011

北海道

株式会社ウエニシ

6460301002131

自動皮むき機械導入による玉ねぎ１次加工ラインの改善

8 3001110012

北海道

有限会社山本菓子舗

7460302003722

9 3001110014

北海道

日新インテック株式会社

4430001012674

10 3001110015

北海道

益村測量設計株式会社

2460301003273

11 3001110016

北海道

北海道軽金属株式会社

5430001021740

12 3001110017

北海道

虻川製作所株式会社

1430001066797

13 3001110021

北海道

株式会社カネキチ澤田水産

5440001006212

14 3001110022

北海道

有限会社西谷内農場

4430002050723

15 3001110024

北海道

株式会社丸太水産

6440001006228

16 3001110025

北海道

イナゾーファーム

17 3001120029

北海道

株式会社東海林興業

2460301004750

18 3001120030

北海道

有限会社久保食品

8460302004281

19 3001120031

北海道

株式会社リスの森

9460301003630

20 3001120033

北海道

株式会社イチムラ

1430001041404

21 3001120036

北海道

北海道ワイン株式会社

1430001050454

22 3001120037

北海道

野村憲央

23 3001120038

北海道

北見地方中古自動車販売事業協同組合

1460305000053

24 3001120041

北海道

有限会社坂本食品

2450002010248

25 3001120042

北海道

株式会社ワイエスフーズ

3440001006239

鮭生処理加工といくら製造の生産性および品質向上

株式会社北洋銀行

26 3001120043

北海道

株式会社本間鉄工所

7460301004457

プレスブレーキ機の導入による曲げ加工の短納期実現

網走信用金庫

27 3001120044

北海道

有限会社赤井川コロポックル村

7430002056197

28 3001120046

北海道

川端測量設計株式会社

7440001000493

29 3001120047

北海道

有限会社坂本鉄工所

1460102001320

30 3001120048

北海道

飯田明身

31 3001120050

北海道

株式会社竹原鉄工所

2430001010093

32 3001120052

北海道

有限会社佐々木鉄筋工業

1430002039265

33 3001120053

北海道

株式会社菊水機械製作所

1430001004253

34 3001120055

北海道

株式会社遠軽食品

5460301004491

35 3001120056

北海道

株式会社横山加工所

8430001047106

36 3001120057

北海道

株式会社アタカ造船所

7430002057939

37 3001120059

北海道

株式会社カネカタカハシ

7462501000335

38 3001120060

北海道

有限会社オイマツ

9460102000463

39 3001120061

北海道

昭和製菓株式会社

1440001000994

40 3001120062

北海道

株式会社ショクレン北海道

5430001051754

41 3001120063

北海道

株式会社バイオアグリたかす

2450001002411

42 3001120065

北海道

株式会社だるま食品本舗

6440001001237

43 3001120070

北海道

有限会社三共

8460302003382

44 3001120072

北海道

寿機械株式会社

3430001006231

45 3001120074

北海道

スノー食品工業株式会社

6460301002437

46 3001120075

北海道

株式会社中央ネームプレート製作所

5430001020635

47 3001120077

北海道

有限会社マルカツ福島商店

5460402000349

48 3001120078

北海道

有限会社平井測研

5460102002802

49 3001120080

北海道

有限会社丸重清川

4430002058436

老舗菓子店の生産性向上と新商品開発に向けた包あん機
導入事業
各工程の負荷分散と外注加工の複雑形状加工を内製化す
ることによる生産性向上
ドローン用レーザーシステム導入による３次元計測の実現お
よび作業効率化
多機能オーブン・冷凍ショーケース導入による、旬の地魚メ
ニュー・お土産品の提供事業
金属薄板加工技術を生かした暖房設備用金属部材の生産
性向上
道南初「タラの切り身」製造ラインの構築による生産性向上
と販売力強化計画
農業のスマート化による食品の価格競争力強化事業
高精度Ｘ線検査装置導入によるボイルホタテ異物検出の生
産性向上事業
農場発！北海道素材を使用し有機ＪＡＳ認証を取得した離
乳食の開発
地場特産品である玉ねぎの生産効率向上に向けた最新型
移植機の導入
おからの処理能力向上と、こんにゃく製造工程改善による人
手不足解消
フランチャイズ展開で北海道産ジェラートを沖縄へ
一品一様の設計・積算業務の効率化により受注機会の損失
の低減を図る。
最新型カーボネーターを用いたスパークリングワイン製造の
生産性向上
最新型農薬散布機の導入による日本一の北見産玉ねぎの
生産性向上事業
高品質「車内クリーニング・消臭・洗車サービス」の提供によ
る差別化戦略
新型もやし洗浄機および除水機導入による品質改善、供給
力向上事業

安定販売及び雇用環境改善を実現する農産品出荷コント
ロールシステムの構築
ＲＴＫ型ドローンと準天頂衛星対応ＧＮＳＳ受信システムを組
み合わせた革新的施工管理システムの構築
北海道農業の発展を支える工場の生産性向上を実現する
形鋼加工機導入事業
最新型チップソー研磨機導入による生産性向上と新市場開
拓
受注物件増大に伴う二次部材加工工程の高度化による生
産効率の向上
鉄筋加工の最適効率化および端材活用による新ビジネス展
開
農機具部品メーカーに対するソリューション力強化及び生産
性向上
高まる冷凍野菜ニーズに応えるための生産性、品質および
歩留り向上計画。
食品輸出及び中食需要拡大に対応する食品包装製造ライ
ンの生産性向上事業
ＦＲＰ船設計の高度化により販路拡大と生産性向上を図る

株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
室蘭信用金庫
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

株式会社北洋銀行
北見信用金庫
札幌商工会議所
網走信用金庫
株式会社北洋銀行
しろくまコンサルティング事業協同組合
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
北星信用金庫
北見信用金庫
網走信用金庫
網走信用金庫
株式会社商工組合中央金庫
北海道信用金庫
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
北見信用金庫

北海道信用金庫
株式会社北洋銀行
北見信用金庫
北見信用金庫
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
苫小牧信用金庫

海老加工残渣を活用した天然素材調味料（海老醤・海老醤
大地みらい信用金庫
ペースト・エビペースト）の開発
研磨作業効率化による納期短縮と営業エリア拡大を行なう
北見信用金庫
ための自動刃物研削機導入事業
高速自動球断機導入による生産性向上と販路拡大。
小ロット商品の製造ロス削減と作業効率化により海外販路
拡大を目指す！
清涼飲料水製造委託業務拡大を目指した後殺菌装置導入
による競争力強化事業
高効率型納豆帯掛包装設備導入による生産性向上と多様
なニーズへの対応
木材への印字プリンター導入により、顧客別オリジナル折箱
の製造を実現
圧延装置部品の停滞ロス化及び大径品加工高精度品質を
目的とした機器導入
日本最高速自動南瓜ヘタ取り機等の導入による生産性向上
および作業員の重労働軽減計画
タレットパンチプレス用自動搬入搬出装置の導入による省力
化＆生産性向上事業
サンマ不漁に負けない経営を！イワシ加工品販売等による
新たな挑戦。
ＩｏＴ活用３Ｄマッピングシステム導入によるリアルタイムデー
タ活用で業務効率化
高性能林業機械の導入による「集荷作業」の効率化並びに
木材チップの「出荷能力」アップ

株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
旭川信用金庫
株式会社北洋銀行
網走信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
大地みらい信用金庫
帯広信用金庫
苫小牧信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名
調査困難な下水道管を可能にする当社オンリーワン技術の
応用で全国初となる新サービス展開
微細で高精度な三次元形状加工を可能とする型彫り放電加
工機と三次元測定装置の導入
最新型サーボ式ベンディングマシン導入による、超高精度板
金加工への対応と電化新事業への市場参入
ＣＮＣマシニングセンター導入による新たな加工技術の取得
とブランド力強化計画
羅臼町で唯一の「たら加工品」量産メーカーの優位性発揮へ
の加工設備導入

認定支援機関名

50 3001120081

北海道

川崎建設株式会社

1430001051700

51 3001120083

北海道

株式会社ナップ

5430001056902

52 3001120085

北海道

株式会社ホクエイ

7430001014585

53 3001120086

北海道

株式会社創芸社

6450001001657

54 3001120087

北海道

株式会社マルナカ

4462502000766

55 3001120089

北海道

株式会社森機械製作所

1460301002425

56 3001120091

北海道

東洋農機株式会社

8460101001199

57 3001120092

北海道

株式会社植松電機

2430001048828

58 3001120093

北海道

株式会社イーアンドエム

1430001024540

59 3001120094

北海道

有限会社鈴木スチール工業

6460102001654

60 3001120098

北海道

札鶴ベニヤ株式会社

1460301003472

61 3001120100

北海道

旭川機械工業株式会社

2450001000308

62 3001120101

北海道

株式会社阿部機械製作所

3430001032252

63 3001120102

北海道

株式会社柳月

7460101003849

64 3001120108

北海道

株式会社丸あ野尻正武商店

6460301003435

65 3001120112

北海道

有限会社辻看板店

1460302003595

66 3001120114

北海道

株式会社残間金属工業

2460001000653

67 3001120115

北海道

株式会社岡田建具製作所

2430001043473

68 3001120116

北海道

吉峰鉄工株式会社

7450001003396

69 3001120118

北海道

株式会社谷口自動車板金工業

9430001010285

70 3001120119

北海道

株式会社小泉水産

1440001006380

71 3001120122

北海道

ワタベインフィル株式会社

6430001027910

72 3001120123

北海道

横田設備工業株式会社

6430001017853

73 3001120124

北海道

株式会社旭川アートプロセス

7450001000278

74 3001120126

北海道

株式会社北海道テクノス

7430001070604

75 3001120129

北海道

有限会社亜麻公社

4430002038636

76 3001120131

北海道

有限会社伊東工業

7430002001772

77 3001120134

北海道

有限会社石亀鉄工

8430002057434

78 3001120136

北海道

渡部工業株式会社

2430001054082

79 3001120137

北海道

株式会社安田鉄工所

3460301001103

80 3001120138

北海道

媚山鉄工株式会社

7450001001144

81 3001120139

北海道

日の出工芸株式会社

4460001001311

82 3001120141

北海道

株式会社エスポワール

7450001005319

83 3001120142

北海道

株式会社新サカイヤフーズ

2440001006025

84 3001120143

北海道

株式会社カンディハウス

2450001000506

85 3001120145

北海道

株式会社六美

1430001051527

86 3001120146

北海道

株式会社タケダ海産

7430001041992

87 3001120147

北海道

株式会社サン工機フードテクノ

8430001029186

ネットワーク対応型エコベンダー導入による生産性向上事業 株式会社北洋銀行

88 3001120150

北海道

株式会社長崎商事

9460102006997

混入防止と生産性、労働安全性の強化で、十勝豆ユーザー
株式会社北洋銀行
に新しい価値を届ける。

89 3001120152

北海道

土開製粉株式会社

6450001001979

海外向けそば粉の生産性向上に向けた設備増強計画

一般財団法人旭川産業創造プラザ

90 3001120155

北海道

ホクダイ株式会社

6430001053758

大型溶解炉導入による生産量向上に伴う競争力強化計画

株式会社北海道銀行

91 3001120159

北海道

株式会社福地工業

8460301000851

92 3001120160

北海道

大栄工業株式会社

9430001009220

93 3001120161

北海道

株式会社アプト

3430001034926

94 3001120162

北海道

東札幌緑の杜歯科クリニック

95 3001120163

北海道

有限会社マルヤマシメ本間水産

7430002060918

96 3001120164

北海道

株式会社自然農園グループ

7430001051430

97 3001120166

北海道

株式会社きゃろっと

4430001060418

98 3001120171

北海道

共律産業佐々木雅朗

99 3001120172

北海道

株式会社松浦鉄工所

中小零細鉄工所の連携による新業態の構築
板金加工のシステム構築とハイブリッドベンディングマシーン
導入
革新的推進薬を用いた低価格ロケットによる希少実験環境
提供と人材育成事業
飲料容器リサイクルラインの高度化・自動化による生産性向
上で資源循環リサイクルを推進
ＣＮＣビームワーカーの導入による生産効率の向上と農機
具分野への新規参入
高性能ランニングソー導入によるオーダー毎の精密カット化
及び精度向上及び生産性向上計画
レーザー加工機導入による生産性の向上及び加工時間の
短縮
フライス加工過程のリードタイム短縮、生産性向上による競
争力強化事業
主要工程の機械化による増産体制確立で「あんバタサン」を
北海道土産の新定番に
サケ用ヒズカット付きオートヘッダー機導入による、鮭加工の
生産性向上とヒズ（氷頭）製品の新規開発
ＮＣルーター導入による看板製作能力向上・短納期化の実
現
次世代への技術等承継実現に向けた切断・穴あけ工程の
高速・高精度化
５軸制御ＣＮＣマシン導入による加工能力向上を活用した新
商品事業化
金属製品における曲げ加工部品の特注化に対応するベン
ディング機の導入
環境に優しく仕上がり品質の高い水性塗料による自動車の
車体修復とリードタイムの短縮
当社独自のアイデアで生産性を２倍にアップ！革新的な良
品選別工程の構築
縁無薄畳の自動生産ライン導入による生産性向上と和モダ
ン提案による販路開拓
手作業である溶接から脱却し新工法導入による生産能力１
５０％向上計画
北海道内初の最新式オフセット印刷機導入による大幅な生
産性の向上と新規分野への取組み。
機能性コーティングの高効率塗工及び工期短縮による新分
野への進出プロジェクト
北海道産亜麻仁油の品質・搾油率向上および搾り粕の有効
活用事業
多層盛溶接ロボットの導入による開先溶接工程の生産性向
上
新型ＮＣ旋盤導入による高精度金属部品の生産体制確立と
生産性向上
高精度バンドソーマシン導入による生産性向上と生産リード
タイムの短縮

株式会社北洋銀行
室蘭信用金庫
久保英樹
株式会社北洋銀行
北海道商工会連合会
北海道商工会連合会
株式会社北陸銀行
株式会社北洋銀行
協同組合さいたま総合研究所
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
帯広信用金庫
北海道商工会連合会
網走信用金庫
釧路信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社秋田銀行
株式会社エフアンドエム
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社エフアンドエム
一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
北海道信用金庫
室蘭信用金庫

ドリル穴あけ＆丸鋸切断複合機の導入による生産性の向上 北見信用金庫
レーザー加工機導入による接合材製造の高度化及び生産
性向上
釧路から世界へ！当社独自製品「内装用デザインパネル」
を発展させた、創造性豊かな空間装飾製品の提供
生産性向上、安全安心な商品作りによる得意先の信頼性
アップ計画
逆ピロー包装機導入による家庭用冷凍食品市場への販路
拡大の実現
最新型多方向油圧プレス装置導入と北海道産材の利用促
進
小樽の魅力をお菓子で発信！目にも訴える製品の包装工
程の構築
生産性向上を目的とした３Ｄフリーザーの導入による、ズワ
イ蟹やタラバ蟹の商圏拡大事業

一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北洋銀行
一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北洋銀行
税理士法人中央総合会計
北海道信用金庫
株式会社北海道銀行

北海道酪農拡大を支える糞尿排出処理機械の生産プロセ
株式会社北海道銀行
ス革新計画
最新型ハイブリッド式プレスブレーキ導入による折曲げ加工
室蘭信用金庫
の高度化と多能工化
防水材用自動撹拌部・圧送部一体型小型機の開発

株式会社北洋銀行

被ばく量削減と高精度な画像情報を両立する革新的歯内療
旭川信用金庫
法の確立

6450001009840

電解水装置導入による製造ライン構築事業
高性能・大型醸造機器導入によるオーガニック日本ワイン製
造の効率化及び増産
もっと多くの人たちに「スペシャルティコーヒー」を．新型焙煎
機導入により更なる市場開拓に挑戦
養殖用資材として再利用されるホタテ貝がら穴あけ機の新
規開発事業
パイプベンディング導入による内製化とＱＣＤ・ニーズ対応力
の向上

室蘭信用金庫
北海道信用金庫
株式会社北洋銀行
北海道商工会連合会
北見信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

清酒製造の副産物と地域特産品を原料とする焼酎の新規
北海道商工会連合会
製造
デジタルものづくりによる生産プロセス改善、提案営業、生
株式会社北洋銀行
産性向上事業
最新クレーン式大型ブラストマシン導入による品質の安定化
株式会社北海道銀行
と生産性向上計画

100 3001120173

北海道

上川大雪酒造株式会社

3190001015777

101 3001120175

北海道

株式会社堀本工作所

7430001015922

102 3001120176

北海道

オサダ農機株式会社

2450001006602

103 3001120178

北海道

エージェントサービス土屋雅宏

104 3001120179

北海道

株式会社高組

1450001001819

現場技術者と本社技術者を繋ぐＩｏＴ（遠隔作業支援）システ
旭川信用金庫
ムの導入

105 3001120180

北海道

有限会社ユニオン北海道

5460102003692

ドラムブレーキのリビルト部品生産におけるＱＣＤ改善事業

106 3001120181

北海道

有限会社渋田産業

7440002009658

107 3001120183

北海道

株式会社丸勝村木仕出し店

4430001057075

108 3001120184

北海道

第一金属株式会社

8430001056825

109 3001120186

北海道

株式会社及川土木設計

9450001000631

110 3001120191

北海道

大盛自動車工業有限会社

7430002054663

111 3001120195

北海道

有限会社庄司鉄工所

1450002009828

112 3001120197

北海道

有限会社木村鉄鋼産業

2460102000924

113 3001120198

北海道

有限会社木戸建設

2460102006665

114 3001120199

北海道

株式会社翔大鋼業

2440001005687

115 3001120200

北海道

株式会社プラザ

4430001015306

116 3001120201

北海道

株式会社アイワード

8430001000304

117 3001120203

北海道

ＦＲＳコーポレーション株式会社

3430001040379

118 3001120205

北海道

有限会社鍋浦のこ目立センター

2430002056152

119 3001120206

北海道

株式会社岩本製作所

6440001006343

120 3001120207

北海道

北洋凸版印刷株式会社

3460101001575

121 3001120208

北海道

やよいフレンド歯科井上真一郎

122 3001120209

北海道

株式会社西野製作所

123 3001120210

北海道

124 3001120211

最新型５軸加工機導入によるデジタル歯科技工の実現

乾燥キノコ類の新工場による厚沢部産キノコのブランド化と
青函ルートの販路拡大
３Ｄ急速冷却冷凍装置導入による計画生産の実現と人員不
足の解消
高精度画像寸法測定器導入による、測定精度向上と検査時
間の短縮
ＩＣＴ技術を活用した測量高度化計画
塗装事業の本格化図り受注数増加、水性塗料使用による環
境改善の先導
熟練工を唸らす高精度・自動運転作業を実現するＣＮＣ普通
旋盤機の導入
ＣＮＣ３軸全自動形鋼ドリルマシンの導入による鉄骨製造ラ
インの生産性向上事業
１台５役の優れもの！！フェラーバンチャザウルスロボ導入
による自社の生産性向上と災害対応力の高い企業の確立
最新型のユニバーサルベンダーの導入による作業効率及び
生産性の向上
先端設備導入によるオーダーカーテン生産効率向上と技術
革新開発事業
業界初！１億万画素の褪色復元機で新市場を開拓し雇用を
拡大する事業
次世代ＶＴＯＬ（垂直離着陸機）活用によるワンストップサー
ビス事業
東北以北で唯一となる高品質ダイヤモンドチップソー研磨の
実現
鉄骨柱大組立溶接ロボットシステム導入による自動化の拡
大及び生産能力の拡大事業

株式会社北洋銀行

北見信用金庫
株式会社北洋銀行
室蘭信用金庫
公益財団法人北海道中小企業総合支援セン
ター
株式会社北洋銀行
株式会社北海道銀行
株式会社北海道銀行
帯広信用金庫
帯広信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行

製本ラインを充実化し、地域で最も製本力のある企業へ！

帯広信用金庫

患者の行動変容を促し、治療から未病へと導く高度治療報
告書の実現

株式会社北洋銀行

1430001056914

コラム形精密平面研削盤導入による品質向上とコスト削減

室蘭信用金庫

株式会社ＮＩＫＩＨｉｌｌｓヴィレッジ

5430001068229

国産ワイン製造ライン自動化による生産性改善と品質向上

公益財団法人北海道中小企業総合支援セン
ター

北海道

株式会社ディ・ビー・シー・システム研究所

6430001038024

長寿命コーティング皮膜の低コスト・量産設備の導入と製
造・販売

株式会社北洋銀行

125 3001120213

北海道

総菜開発株式会社

6430002011269

レトルト殺菌商品の新規参入による売上拡大と経営安定化 株式会社北洋銀行

126 3001120214

北海道

株式会社フイールドエクセル

8450001002554

127 3001120215

北海道

北都板金工業株式会社

1460301000973

128 3001120216

北海道

株式会社カムイ電子

5430001064293

129 3001120217

北海道

有限会社馬場機械製作所

6430002064696

130 3001120218

北海道

有限会社マルイゲタ阿部水産

7430002057699

131 3001120219

北海道

株式会社べつかい乳業興社

9462501000325

132 3001120220

北海道

アイクス株式会社

1430001057219

133 3001120221

北海道

日詰工業株式会社

6430001013992

134 3001120222

北海道

武藤薬局武藤英彦

135 3001120225

北海道

株式会社ライファ

7430001054160

136 3001120226

北海道

北建建設有限会社

5450002004924

137 3001120228

北海道

長尾工業株式会社

5430001054113

138 3001120229

北海道

東井果樹園東井宏光

139 3001120231

北海道

カネシメ食品株式会社

5430001003895

140 3001120234

北海道

あいざわ農園合同会社

6460103001018

141 3001120236

北海道

日本動物特殊診断株式会社

7430001044665

142 3001120237

北海道

釜蓋鉄工株式会社

4462501000057

143 3001120240

北海道

アイビック食品株式会社

5430001028348

144 3001120242

北海道

株式会社萩原敬造商店

6460101001382

145 3001120243

北海道

株式会社水野染工場

7450001003181

146 3001120244

北海道

株式会社ＳＹＯＫＵＳＡＮ

4430001022129

新米粉及びグルテンフリー食品の製造販売計画

株式会社北海道銀行

147 3001120247

北海道

株式会社ジェイアールシー

2120001044197

高効率専用加工機の開発と導入

株式会社商工組合中央金庫

148 3001120250

北海道

株式会社トマモク

4430003003523

桟木（サンギ）製造過程における製材ラインの安定確立と生
株式会社北洋銀行
産性の向上

149 3001120253

北海道

有限会社坂本機械製作所

6430002008397

自動車産業の受注拡大を目的としたＮＣフライス盤の導入

生産効率ＵＰと作業軽減による雇用機会の拡充ため新たな
生産ラインを構築する
製品の高付加価値化と工期短縮を実現する鋼板用折曲機
の導入
基板実装技術の高度化に向けた高速スマートモジュラーマ
ウンター導入事業
航空機産業への参入に向けた高速・高精度の画像寸法測
定器導入による高品質保証・生産性向上対策
サケ加工処理機の導入による、サケ切身の量産体制構築
事業
商品開発体制整備による「べつかい」産ブランド拡大事業
横型射出成形機導入による精密プラスチックコネクタ用金型
の品質保証体制強化事業
鋳造製品の品質向上・コスト削減を目的とした発光分光分析
装置の導入
高速・高精度・多機能機器による調剤業務自動化と在宅業
務の拡充
全自動錠剤分包機と監査装置導入による調剤業務の効率
化と品質向上
エゾ鹿肉の品質向上及び供給能力強化による競争力強化
事業
最新型プレスブレーキの導入によるトラックおよび重機の架
装作業における生産性と品質向上
岩見沢産リンゴ等の農産物を原料とするレアフルの開発・製
造及び販路拡大事業
食卓にもっと数の子を！ 国内唯一の成形技術でバラ数の
子の用途拡大と付加価値アップを図る
無農薬ぶどうの付加価値向上と地域の活性化に向けた新規
ワイナリーの事業化
猫の猫伝染性腹膜炎を検出できる新たな遺伝子検査キット
の開発
鉄板の塑性（ロール曲げ）加工技術の高度化による生産性
向上と新事業分野進出
液体業務用製品の手充填の自動化による生産性改善及び
品質向上による競争力強化
ＡＩを活用した豆類選別機導入による調整作業の効率化と小
豆作付拡大事業
「商品原稿作成」の自動化によるＩＴ経営の完成と生産性向
上事業

旭川信用金庫
株式会社北洋銀行
株式会社北洋銀行
室蘭信用金庫
株式会社北洋銀行
大地みらい信用金庫
室蘭信用金庫
川村晶彦
北海道商工会連合会
税理士法人ライトハンド
一般財団法人旭川産業創造プラザ
株式会社北海道銀行
空知信用金庫
株式会社北洋銀行
帯広信用金庫
株式会社北海道銀行
株式会社ラコンテ
株式会社北洋銀行
帯広信用金庫
株式会社北洋銀行

株式会社北洋銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

150 3001120254

北海道

株式会社北のアトリエ

1430001077126

151 3001120257

北海道

本所工業株式会社

9430001057013

152 3001120263

北海道

北海道水道機材株式会社

5430001050426

153 3001120264

北海道

丸十木材株式会社

9460101001702

154 3001120268

北海道

共立プレス工業株式会社

3430001004796

155 3001120269

北海道

株式会社舩戸雑穀

8460101004763

156 3001120270

北海道

有限会社大坂林業

5460102006753

157 3001120272

北海道

有限会社七重建設

9460102007203

158 3001120274

北海道

株式会社ジャパン・バイオメディカル

6460101006068

159 3001120280

北海道

有限会社神田機械工業

6430002058319

160 3001120282

北海道

有限会社ゆうきの里

2430002061004

161 3001120283

北海道

ふたみ青果株式会社

4460001001443

162 3001120284

北海道

株式会社よ吉野

9430001051131

163 3001120285

北海道

株式会社明光

4430001042671

164 3001120287

北海道

株式会社くきつ

7430001004925

165 3001120288

北海道

松田鉄工株式会社

5450001002953

166 3001120298

北海道

平冷プロマリン株式会社

4440001000439

167 3001120299

北海道

合同会社まきの農園

6430003003595

168 3001120300

北海道

株式会社アサヒ金物

9460101000043

169 3001120301

北海道

株式会社長沼あいす

9430001047518

170 3001120302

北海道

株式会社ＫＡＮＺＡＩ

3430001038274

171 3001120304

北海道

株式会社アクトシステムズ

4013401004606

172 3001120307

北海道

株式会社酒井鉄工

2462501000100

173 3001120311

北海道

株式会社ふじ井

3430001076992

174 3001120312

北海道

株式会社カネサン佐藤水産

3430001056615

175 3001120315

北海道

株式会社アールアンドイー

4430001057637

176 3001120318

北海道

Ｌｉｎｎｅｌ（Ｃａｎｖａｓｃａｋｅｓ）藤田小夜子

177 3001120319

北海道

旭エンジニアリング株式会社

8430001000601

178 3001120324

北海道

カリフッド株式会社

2010801018436

179 3001120325

北海道

株式会社マサール

9430001030275

180 3001120326

北海道

株式会社キングベーク

5440001005882

181 3001120327

北海道

株式会社環境ダイゼン

7460301002709

182 3001120330

北海道

音更トラクター工業株式会社

9460101000357

183 3001120331

北海道

北新金属工業株式会社

1430001043953

184 3001120334

北海道

株式会社マルヒラ川村水産

2440001005670

185 3001120335

北海道

北海道マリンイノベーション株式会社

9440001008139

186 3001120343

北海道

有限会社北村建具製作所

5430002005866

187 3001120344

北海道

金印わさび株式会社

3180001051567

188 3001120345

北海道

株式会社豆太

9430001026827

189 3001120346

北海道

株式会社ツキモク

2430001032988

190 3001120349

北海道

モリタ株式会社

5430001017078

191 3001120352

北海道

北見鈴木製菓株式会社

5460301000532

192 3001120353

北海道

株式会社マルエヌ野村工業

7430001022852

193 3001120356

北海道

株式会社植物育種研究所

2430002051005

事業計画名
海外需要獲得に向けた新商品開発のための充填機導入
フライス・旋盤工程一体化による生産性向上と生産能力増
強による受注拡大を図るためのＣＮＣ旋盤フライス機導入事
業
最新型ターニングセンタ及び供給排出ロボットシステム導入
による生産性向上
合板工程の自動化によるツーバイフォープレカットの製造能
力拡大
電機産業および自動車産業の受注拡大を目的とした、プレ
スブレーキ導入による製作工程の改善
豆選別機購入による十勝産豆類の付加価値向上と人手不
足への対応
協働ロボット導入による作業効率化及び安定した樹木栽培
の実現による環境保全への取り組み
スクラップ＆ビルドの受注体制構築による雇用の安定化と型
枠職人の育成
再生医療向け細胞培養用新規汎用原料「ハイブリッドウシ血
清」の製造
最先端機器導入による品質、生産性の向上及びコスト削
減、安全性対策
選別機と電動送風機の導入による堆肥の品質向上と生産
量の拡大
最新ＩＴ技術を用いたスケールバケットコンベアーシステムで
生産性向上事業
トレーラッパー導入による市場ニーズに対応する生産性向
上及び労働環境改善の実現事業
軽量化タイプの培養土の生産工程改善し、生産量を大幅
アップ！高齢化する農業生産者の 労働負担を軽減させる事
業。
次世代無線検針システムを活用した全社システム再構築に
よるお客様情報の見える化と ワンストップサービスの実現
条鋼材穴あけ切断機導入による生産性の向上及び加工時
間の短縮
道産秋鮭の商品価値向上と輸出拡大のための機械設備導
入事業
高性能スプレーヤと連動したトラクターによるＩＣＴ農業の推
進について
新型形状屋根材と関連役物の市場投入による顧客満足度
向上と板金現場の作業効率化
連続式アイスクリームフリーザーの導入による海外販路の
開拓
新古品を積極的にインターネットを通して販売することで新し
い市場を開拓
社内でのＥＭＣ測定技術の確立を目指す技術開発事業
牛舎や乳製品工場の効率的メンテナンスのための自動溶接
ロボットの導入
半製品菓子の生産化と就労困難の化学物質過敏症のため
の職場作り事業
シュリンク包装システム導入による水産食品の包装技術高
度化事業
重力選別機導入による廃棄物の中間処理工程の効率化と
付加価値向上
フードプリンタをはじめとする菓子製造機器導入による作業
環境改善と新商品開発
インクジェットプリンターと測色器の導入による生産性向上と
即応力強化事業
数の子製造ラインの機械化による、量産体制の構築事業
カット加工の課題を克服し、復刻「フルヤのウインターキヤラ
メル～生チョコ味～」等の新商品開発を行う事業
フィリング包み工程の自動化による生産効率の飛躍的改善
向上
牛の尿を独自技術で精製した画期的な植物成長促進剤の
生産性向上および労働環境改善事業
鉄骨切断機導入により牛舎建築需要を取り込むことで当社
の更なる成長を図る
最新照明技術と３次元カメラを融合した立体的・超高速検査
体制の構築
ＦＲＰ活魚水槽及び海水冷却器導入と神経締め技術の融合
による商圏拡大事業
海藻に含まれる脂溶性有効成分を含有する食用海藻オイル
の開発
高周波接着機の導入による、高効率、高品質な接着技術の
確立及び競争力強化を図る
２品種原料供給ライン導入による小袋わさび高効率生産体
制の確立
道産大豆おから粉の量産技術確立とこれを使用した常温商
品の開発
加工初期段階の工程の精度を向上させ納期の短縮と収益
性の向上を図る。
「Ｖカットボックス」量産機導入による受注増とオリジナル自
社製品の事業化
ラングドシャ製造工程の機械導入（入替）による生産性向上
事業
社員を守れ！加工時間短縮の為の新型コラム開先加工機
導入事業
国産野菜種子の生産における種子乾燥機および脱穀機の
導入

認定支援機関名
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株式会社北海道銀行
一般財団法人旭川産業創造プラザ
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北見信用金庫
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