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
１次公募二次締切 採択案件一覧（北海道分・１８５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 2501120246

北海道

和幸ビジネスフォーム株式会社

完全自動化製版機械の導入による印刷製版 一般社団法人中小企業診断協会北
作業の生産性向上
海道

2 2501120249

北海道

三元社印刷株式会社

最新式全自動紙折機の導入による顧客ニー
ズの即応性と生産性向上の強化

3 2501120250

北海道

有限会社笈川刃物工業

北海道内唯一の設計から製造・メンテナンス
までの一貫作業を自社で行うための設備投資 北洋銀行
計画

4 2501120253

北海道

株式会社北斗商販

付着モルタルリサイクルシステムの製作販売 北洋銀行

5 2501120254

北海道

株式会社ホクエイ

ハイブリッド式プレスブレーキ導入による、折
曲げ加工精度の向上と生産プロセスの改善

久保英樹税理士事務所

6 2501120267

北海道

株式会社昭和冷凍プラント

スーパー等の生鮮食品の鮮度保持を向上さ
せる「小型窒素氷製氷機」の新規開発

北陸銀行

7 2501120269

北海道

農業法人鎌田きのこ株式会社

特殊生産物専用の加工機器導入による、地
域の高度加工と新技術の開発

税理士法人フロンティアパートナー

8 2501120273

北海道

株式会社ディ・ビー・シー・システム
研究所

ボイラー・焼却炉高温部材への耐酸化コー
ティング実用化技術開発

北洋銀行

9 2501120276

北海道

旭川製麺株式会社

湯切りのいらないお手軽「ワンクック・ラーメ
ン」の品質改善・量産化事業

商工組合中央金庫

10 2501120278

北海道

株式会社ソラチ

多様化する顧客ニーズに対応した調味液充
填機導入整備事業

北洋銀行

11 2501120279

北海道

株式会社コーケン

麹菌発酵粉末原料の小顆粒化による食べや 公益財団法人北海道中小企業総合
すい健康食品の開発・製造
支援センター

12 2501120280

北海道

マオイサイディング株式会社

同質出隅製造コスト削減及び品質安定化計
画

13 2501120282

北海道

北海バネ株式会社

地中熱ヒートポンプの普及促進を図る高効率
北洋銀行
で廉価な地中熱交換器の開発

14 2501120284

北海道

北都工機株式会社

多機能型アイアンワーカー導入による大幅な
北見信用金庫
加工時間の短縮と高精度化の実現

15 2501120285

北海道

株式会社小泉鉄工

多目的形鋼加工機導入による工場製造工程
一般財団法人旭川産業創造プラザ
の改善と生産技術の向上事業

16 2501120286

北海道

旭中芯株式会社

環境に配慮したボックス型家具製造ラインの
機械化による量産化 良い製品を安く！

17 2501120287

北海道

株式会社ホクドー

安全性・耐久性・品質に優れたプラスティネー
北海道銀行
ション生物標本の製造技術開発

18 2501120288

北海道

下川ふるさと興業協同組合

新型ボイル殺菌機及び脱水機の導入による
加工クマ笹の品質と生産性の向上

19 2501120289

北海道

株式会社岡田建具製作所

ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した建具製造工
北海道銀行
程の見直しによる生産性向上

20 2501120291

北海道

株式会社五島軒

地元食材（りんご）を用いたロールケーキ開
発、及び販路拡大による青函連携活性化事
業

21 2501120293

北海道

株式会社帝国設計事務所

炭素繊維強化プラスチックを利用した軽量小 公益財団法人北海道中小企業総合
型橋梁点検システムの試作・開発
支援センター

22 2501120294

北海道

糠塚水産株式会社

省エネルギー対策に即応するツイン式温風・
冷風（低温除湿）乾燥機の近代化新設備の導 北洋銀行
入計画

23 2501120297

北海道

大進生コン株式会社

生コンプラント操作盤デジタル化による品質・
帯広商工会議所
生産性向上計画

24 2501120312

北海道

横山食品株式会社

国内産米粉を利用した電極焼成式低吸油衣
材（ころもざい）の開発事業

25 2501120313

北海道

株式会社ＷＯＯＤＷＯＲＫＳ

建具・家具の自動縁貼り機導入による品質向
室蘭信用金庫
上と生産リードタイムの短縮
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一般社団法人中小企業診断協会北
海道

谷勲税理士事務所

北見信用金庫
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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

26 2501120314

北海道

タナ鐵工株式会社

３次元造形技術による農業・畜産機械試作品
帯広信用金庫
を利用した競争力の強化

27 2501120315

北海道

株式会社西川農場

美唄産アスパラを給餌した羊製品の開発とブ 公益財団法人北海道中小企業総合
ランド化の検討
支援センター

28 2501120316

北海道

宮本機械株式会社

多機能多関節ロボット導入による豆選別機の
帯広信用金庫
開発と販売

29 2501120317

北海道

株式会社北光資材

品質向上及びリードタイム短縮による競争力
強化を目的とする高性能ベンディングマシン 税理士法人小城会計事務所
の導入

30 2501120318

北海道

加藤商店

高付加価値米市場への新規参入及び生産効
札幌商工会議所
率の強化を目的とした最新精米装置の導入

31 2501120322

北海道

有限会社ボデーショップ・カドワキ

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 室蘭信用金庫
リードタイムの短縮

32 2501120324

北海道

菱エステイ島本鉄工株式会社

バイオマス分野対応のための新型長尺旋盤
導入による加工速度・加工精度の実現

33 2501120328

北海道

株式会社残間金属工業

重量鉄骨の搬入・搬出の効率化の推進による
釧路信用金庫
低コスト短納期化生産体制の構築

34 2501120329

北海道

株式会社サンテック

受注製作品の鋼板切断加工コスト削減と短納
旭川信用金庫
期化

35 2501120330

北海道

株式会社マルエヌ野村工業

天吊マルチワーク溶接ロボットシステム導入
による鉄骨加工の高品質化事業

36 2501120331

北海道

株式会社ニュートラル

製造業向け商取引支援サービス連動型販売
北洋銀行
促進システムの試作開発

37 2501120333

北海道

株式会社もりもと

「蜜漬け機」導入による品質の安定、量産化と
北海道銀行
新商品の開発

38 2501120334

北海道

株式会社ナップ

新型設備導入によるインサート成形金型部品
室蘭信用金庫
の高精度微細加工技術の確立

39 2501120336

北海道

池田食品株式会社

風力・磁力・コンパクトシフターを活用した大豆
の自動選別装置の導入に因り安全・安心で且 商工組合中央金庫
つ低コストの豆菓子製造プロセスの実現化を
目指す。

40 2501120339

北海道

株式会社ＮＡＣ

ＮＡＣブランドのオリジナル・スキー板の製造
開発事業

新日本有限責任監査法人

41 2501120340

北海道

株式会社テスク資材販売

プラスチックパイプを用いた柵状熱交換器の
薄肉化とその生産手法の確立

吉川 孝

42 2501120341

北海道

株式会社明作

麦稈混合牛ふん用の乾式メタン発酵施設にお
大地みらい信用金庫
ける前処理装置の開発

43 2501120342

北海道

日本動物特殊診断株式会社

犬の血液アミノ酸分析による新しい代謝異常
北洋銀行
検査サービスの開発

44 2501120343

北海道

梅沢無線電機株式会社

高性能計測機器等導入による、開発力強化

冨田博之税理士事務所

45 2501120344

北海道

フルタイムファーム

十勝産有用性ハーブを用いた新規老化制御
機能性食品の開発

清水町商工会

46 2501120345

北海道

株式会社メディカルイメージラボ

最新３Ｄ画像診断を取り入れた大腸ＣＴ検査
の遠隔画像診断サービス事業の構築

出口秀樹税理士事務所

47 2501120348

北海道

株式会社シティック

シーディング剤（機能調整剤）の原料製造に係
北洋銀行
る精製システムの導入

48 2501120349

北海道

株式会社土谷製作所

金属プレス加工における高精度な成形技術の
北陸銀行
開発と住宅向け避難器具部品製造への応用

49 2501120350

北海道

有限会社坂爪果樹園

無農薬水耕栽培による地域ブランド野菜の通
北海道銀行
年操業による生産と雇用の拡大

50 2501120351

北海道

株式会社エスイーシー

酪農ＩＴ支援ソリューションの開発～酪農者の
負担と損失の軽減を目的とした乳牛の発情検 北海道銀行
知システムの開発～

51 2501120352

北海道

株式会社北海道フレッシュフーズ

過熱水蒸気処理技術の応用による高品位な
野菜・果物ピューレの開発
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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

52 2501120353

北海道

北海道古川電機工業株式会社

「情報処理技術の高度化」による「生産リード
室蘭信用金庫
タイムの短縮」と「製造原価の削減」

53 2501120355

北海道

株式会社コムテック２０００

可視光通信モジュールの品質保証にかかわ
る校正標準機の試作開発

54 2501120356

北海道

第一金属株式会社

高速「材料送り装置」と高精度「材料送り長さ
公益財団法人北海道中小企業総合
監視装置」導入によるプレス加工能力の向上
支援センター
とコスト競争力の強化

55 2501120359

北海道

株式会社萩見綜合食品センター

稚内産すり身など素材にこだわった蒲鉾製造
稚内信用金庫
事業

56 2501120361

北海道

ふたみ青果株式会社

自社独自のフリーズドライ製法による牛乳パ
ウダー化新技術の確立および新分野・新市場 北洋銀行
開拓事業

57 2501120362

北海道

株式会社松本鐵工所

マシニングセンター導入による自動車関連企
北洋銀行
業の金型メンテナンス体制の構築

58 2501120363

北海道

パラシュート株式会社

加工技術の導入によるデザイン性の高い紙
素材の新商品開発

59 2501120364

北海道

株式会社松田かまぼこ商店

新規設備導入による北海道産素材を生かした
北陸銀行
高品質かまぼこ製品の製造

60 2501120365

北海道

第一工業株式会社

産廃を限りなくゼロに ＵＭ工法普及のための
北見信用金庫
新型ウレタン樹脂吹付機械導入

61 2501120366

北海道

株式会社脇本商事

ＩＳＯ規格表示に対応したネーム・タグ印字設
備の導入による製造受託事業の展開

62 2501120368

北海道

有限会社今岡建機サービス

酪農業の負荷となる廃棄乳処理における高温
北洋銀行
個液分離処理装置の開発

63 2501120369

北海道

伸和機型株式会社

型製作におけるリバースエンジニアリング技
術の構築

64 2501120370

北海道

株式会社三晄プレコンシステム

システムのＩＴ化による建築在来工法の工業化
北海道銀行
工法への転換促進事業

65 2501120371

北海道

株式会社アリヤス設計コンサルタン 移動気象観測車両を活用した吹雪視程障害
ト
予測システムの研究開発

66 2501120373

北海道

株式会社グランパ

エアドーム式植物工場における寒冷地型環境
北洋銀行
制御システムの開発

67 2501120374

北海道

株式会社ティスリー

デザイン性に優れたフォーマル商品の開発

68 2501120375

北海道

株式会社日成興産

建築用鋼材の防錆・長期耐久性の向上、労働
環境改善に対応するショットブラスト装置の導 北陸銀行
入

69 2501120376

北海道

株式会社粧薬研究所

「低刺激性基礎化粧品の研究、試作品開発お
北海道銀行
よび生産ラインの構築」

70 2501120378

北海道

上野ファーム

北海道の地域資源を生かした新感覚「北海道
商工組合中央金庫
ガーデン」の試作開発

71 2501120381

北海道

鶴雅観光開発株式会社

タブレット端末を活用した多言語電子メニュー
公益財団法人北海道中小企業総合
と鶴雅グループのゲートウェイシステムの開
支援センター
発

72 2501120382

北海道

株式会社正文舎

ダイレクトメール等のビジネスニーズ多様化に
商工組合中央金庫
対応するための印刷技術の高度化

73 2501120383

北海道

北清企業株式会社

廃石膏粉のリサイクル用途拡大に向けた高度 公益財団法人北海道中小企業総合
分別処理システムの開発
支援センター

74 2501120384

北海道

株式会社植松電機

高精度部品製作による研究開発支援事業

75 2501120387

北海道

池田工業株式会社

電磁誘導式塗装被膜除去装置の導入による
公益財団法人北海道中小企業総合
塗膜除去施工期間の短縮及び産業廃棄物排
支援センター
出量の低減によるコスト競争力の強化

76 2501120388

北海道

寿機械株式会社

圧延装置部品の短納期化及び高精度品質を
北洋銀行
目的とした複合加工機の導入

77 2501120390

北海道

株式会社わらく堂

レーズンバターサンド新設ブランド化に伴う生
北洋銀行
産体制増強。
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78 2501120393

北海道

株式会社電制

高音質型電気式人工喉頭の開発

79 2501120394

北海道

恩田鉄工

農業生産者のニーズに応じた「薬剤散布用こ
帯広信用金庫
し網」製品化事業

80 2501120395

北海道

株式会社イチムラ

新型塗装設備導入による塗装品質向上と環
境負荷軽減

商工組合中央金庫

81 2501120396

北海道

有限会社イオシス

個人向けにカスタマイズしたボーカル楽曲提
供サービスの開発事業

島元宏忠税理士事務所

82 2501120398

北海道

株式会社谷口農場

製造コスト低減および増産を目的とした機械
装置導入による各種ジュース生産体制の構
築

商工組合中央金庫

83 2501120399

北海道

地中熱用掘削機（ボーリンク機）を導入し、「家
コロナセントラルサービス株式会社 庭用地中熱ヒートポンプ暖房システム」用の 北洋銀行
採熱パイプ埋設用掘削事業。

84 2501120400

北海道

株式会社ツムラ

「全自動焼きそば製造機」及び「自動包装機」
の導入による、オホーツク産小麦を活用した
北見信用金庫
新たな麺の開発製造力の向上と製麺作業効
率の向上

85 2501120401

北海道

株式会社旭川アートプロセス

最新鋭の紙折機導入による印刷・紙折一貫工
程の確立と多様化する印刷物ニーズへの対 一般財団法人旭川産業創造プラザ
応

86 2501120403

北海道

株式会社ノース技研
宏輝株式会社

産地加工による安定生産を実現する海藻由
来化粧品原料の試作開発

87 2501120408

北海道

共栄食肉株式会社

定量充填機の導入による製造ラインの効率化
北洋銀行
と品質管理

88 2501120415

北海道

株式会社アド・プリント

オンデマンド小ロットパッケージ・ＰＲボード作
商工組合中央金庫
成開発

89 2501120416

北海道

北日本水産物株式会社

包装技術の最新化による水産物加工食品の
生産効率・品質の向上及び現代の食シーンを 商工組合中央金庫
想定した新商品の提案

90 2501120417

北海道

株式会社東穂

樹脂配合技術及び製造技術の強化による、
バリエーションに富んだ３Ｄプリンター用フィラ 北海道銀行
メントの提供

91 2501120418

北海道

本所工業株式会社

高性能立型マシニングセンタ導入によるフライ
ス加工技術の高度化と生産リードタイムの短 室蘭信用金庫
縮

92 2501120424

北海道

株式会社明光

高性能振動スクリーン導入による玉ねぎ育苗
北陸銀行
用培土の高品質化並びに生産性の向上

93 2501120431

北海道

株式会社エフビーエス

高齢者で運営する道産食材のこだわり豚丼と 一般社団法人中小企業診断協会北
田舎蕎麦の店舗開発
海道

94 2501120432

北海道

株式会社ＨｉＳＣ

プログラマブルＩＣによる汎用データ送信モ
ジュールと受信クラウドの開発

95 2501120433

北海道

カネジン食品株式会社

受注・販売管理と連動した個別顧客対応生産
北洋銀行
管理システムの構築

96 2501120434

北海道

有限会社東野農園

薬用作物（カノコソウ）生産拡大を目的とした
洗浄調整施設導入事業

97 2501120435

北海道

三印三浦水産株式会社

刺身いかの品質向上を目的とする製造ライン
北洋銀行
への新機械導入事業

98 2501120436

北海道

株式会社珈琲専科ヨシダ

地元十勝産の規格外農産品を活用した「野菜
帯広信用金庫
茶」等の製造販売事業

99 2501120437

北海道

広瀬高周波工業株式会社

高機能シャーリングマシンの導入による高強
度多機能農業施設の生産

帯広信用金庫

100 2501120439

北海道

株式会社アクト

余剰汚泥を効率的に減量した有機排水処理
システムの試作開発

帯広信用金庫

101 2501120441

北海道

佐藤鋳工株式会社

自動車及び産業機械用鋳物部品の試作品製
妹背牛商工会
作プロセスの高度化

102 2501120442

北海道

大雪地ビール株式会社

地場産品等を原料とするビール類の醸造、販
一般財団法人旭川産業創造プラザ
売
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商工組合中央金庫

細谷公認会計士事務所

留萌信用金庫

なよろ税経事務所

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

103 2501120443

北海道

大栄工業株式会社

塗装の前処理工程における浸漬式脱脂洗浄
装置導入による作業環境改善と塗装品質の 室蘭信用金庫
向上

104 2501120444

北海道

株式会社Ｇｅａｒ８

外国人観光客向けコンシェルジェプラット
フォームの開発

105 2501120445

北海道

五稜化学株式会社

水・食品分析のための高感度菌検出蛍光セン
北海道銀行
サーの開発

106 2501120447

北海道

英機工業株式会社

稚内層珪質頁岩を用いた調湿性内装用タイ
ルのプレス成型技術の確立

107 2501120449

北海道

株式会社村瀬鉄工所

薄肉鋳造技術の高度化による高機能耐震異
北洋銀行
形管を軽量化する応用開発

108 2501120450

北海道

株式会社機能性植物研究所

ブロッコリースルフォラファンの測定技術開発
北陸銀行
と機能性食品素材開発

109 2501120452

北海道

株式会社アイスジャパン
株式会社ＳＴＳ研究所

人工衛星搭載用高性能保冷剤の開発

110 2501120453

北海道

株式会社進藤鋳造鉄工所

製造管理システム構築による短納期化及び
製造コスト削減、高効率化による競争力の強 帯広信用金庫
化

111 2501120454

北海道

株式会社ほんだ菓子司

「いわみざわラボ」を中心とした世代間・家族
交流のための新サービスの展開

112 2501120458

北海道

株式会社ネクステック

精密農業等に資する電源自給型精密測位基 公益財団法人北海道中小企業総合
準局の試作開発及び製品適用評価
支援センター

113 2501120460

北海道

有限会社コッコ・コ－ポレーション

サーモンの加工残渣を利用した低コスト・高栄
北央信用組合
養価なエコフィード製造

114 2501120461

北海道

株式会社後藤工事

最新式機械導入によるタンク製作作業の効率
北洋銀行
向上事業

115 2501120462

北海道

株式会社ニシムラファミリー

食物アレルギー対応食品の製造事業におけ
る安全性向上の取り組み

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

116 2501120464

北海道

株式会社ハイブリッジ

小型金属部品のナノ微細化による高硬度化
表面改質システムの開発

北洋銀行

117 2501120466

北海道

有限会社トラスト機工

ショットブラスト（金属表面の塗装前処理）導入
北洋銀行
による当社製品耐久性・生産性向上

118 2501120469

北海道

株式会社プレステージジャパン

５軸制御ＣＮＣ工作機の導入による、デザイ
ン・品質が高度に融合した自社ブランド製品
の試作開発と製造

119 2501120472

北海道

日本食品製造合資会社

高付加価値製品の製造及び少量多品種に対
応する、シリアル製品製造ラインの制御・管理 商工組合中央金庫
及び包装設備の多様化システム

120 2501120474

北海道

株式会社ＹＳＥ

電動駆動による軽量で機動性に優れた水田
除草用ボートの試作開発

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

121 2501120475

北海道

上原ネームプレート工業株式会社

ヒートアンドクールを用いた軟質樹脂製自動
車用装飾部品の高意匠化

北海道銀行

122 2501120476

北海道

株式会社ナリテツ

高性能 鉄鋼加工機導入による生産性の向
上

株式会社ラコンテ

123 2501120478

北海道

小檜山隆

極寒冷地での通年農業が可能となる農産学
連携による地域バイオマスを活用した安価な 一般財団法人旭川産業創造プラザ
冬季ハウス用暖房システムの開発

124 2501120480

北海道

辻石材工業株式会社

切削技術の高度化と「札幌軟石」を活用した
新商品開発事業

125 2501120481

北海道

日生バイオ株式会社

北海道産未利用資源を用いた海洋性セラミド
北洋銀行
外用素材の開発

126 2501120486

北海道

大ワ大和水産株式会社

多様化する市場ニーズに応えるために一次加
北陸銀行
工まで手掛ける製造ラインを確立する

127 2501120487

北海道

丸升増田本店

難再生古紙と未利用籾殻を再生利用した高
付加価値家畜敷料の開発及び製造

第四銀行

128 2501120488

北海道

松田鉄工株式会社

建築用鉄骨材加工の自動化による大幅な製
造コスト削減と短納期化を目指した生産プロ
セスの見直し及び生産力の強化

一般財団法人旭川産業創造プラザ
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北海道銀行

北陸銀行

室蘭信用金庫

商工組合中央金庫

公認会計士渡部博事務所

森下浩税理士事務所

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

129 2501120490

北海道

株式会社コムズワーク

低温乾燥技術の応用による乾燥野菜の健康
北洋銀行
食展開

130 2501120493

北海道

ノブタ農機株式会社

三次元溶接による製品の品質向上とコスト低
北陸銀行
減による新市場の開拓

131 2501120495

北海道

株式会社ヒルコ

都市型新築住宅のニーズに合わせた小型融
北洋銀行
雪機の開発

132 2501120500

北海道

稲垣工芸株式会社

ＮＣルータ導入による生産性向上及び先進的
北陸銀行
な高品質製品の実現。

133 2501120501

北海道

第一包装資材株式会社

５色グラビア輪転印刷機の１色機増設事業

134 2501120502

北海道

株式会社伊藤工業所

マシニングセンタ導入で油圧シリンダーとその
北陸銀行
補助部品のユニット受注に対応

135 2501120503

北海道

株式会社菅原測量設計

３次元レーザースキャン搭載型トータルステー
ション導入による正確で低コストな測量業務の 室蘭信用金庫
構築

136 2501120504

北海道

株式会社ファームノート

酪農クラウドシステム「Ｆａｒｍｎｏｔｅ」の開発及
びバージョンアップ

137 2501120505

北海道

内山工芸

３Ｄ樹脂加工技術の確立による新たな基盤づ
札幌商工会議所
くりと競争力の強化

138 2501120508

北海道

みれい菓合同会社

自然酵母との配合、醗酵方法の開発による、
高品質な長期冷凍保存に耐えうるパンの開発 北陸銀行
事業

139 2501120509

北海道

株式会社アトム農機

多様な農作業ニーズに対応する農業機械の
製造工程の高度化

140 2501120511

北海道

かね長水産株式会社

エネルギー効率を急激に向上させ、同時に作
中国銀行
業環境改善が図れる焙焼機の開発・導入

141 2501120512

北海道

アーク・システム・ソリューションズ株 自動詳細化による高品質ソフトウェアの高効
式会社
率製造ツールの開発

142 2501120513

北海道

明和機械株式会社

高精度マシニングセンタ導入による加工精度 公益財団法人北海道中小企業総合
向上と加工時間効率化の実現
支援センター

143 2501120515

北海道

福司酒造株式会社

冷却設備増強による原料蒸米管理及び品質
北洋銀行
向上を目的とした製造環境技術の改善

144 2501120517

北海道

有限会社山本エンジニアリング

高速三次元加工技術の確立による加工バリ
エーションの拡大

145 2501120520

北海道

有限会社十勝製函

魚函の桟木付落し蓋製造用特注タッカー機導
帯広信用金庫
入

146 2501120522

北海道

株式会社プロテック

動力折曲機・油圧切断機導入による金属屋根
北洋銀行
の精密加工事業

147 2501120523

北海道

札幌施設管理株式会社

非破壊検査による配管劣化診断と建築物長
寿命化へのコンサルティング事業

148 2501120526

北海道

有限会社泰成マシナリー

ＣＮＣ複合加工機による複数工程の自動化と
税理士法人むらずみ総合事務所
ＣＡＤ／ＣＡＭ連携により技術承継問題の解決

149 2501120527

北海道

札幌高級鋳物株式会社

模型製作を内製化し、魅力ある製品価格と納
公益財団法人北海道中小企業総合
期短縮を実現可能にするためのＮＣルーター
支援センター
の導入

150 2501120529

北海道

有限会社山徳食品

深絞り包装機の活用による、いかめし等の水
公益財団法人北海道中小企業総合
産食品のデザイン性、多様性、及び生産性の
支援センター
向上

151 2501120530

北海道

株式会社ジャパンフーズ

アスパラ擬葉青汁の品質向上及び大量生産
化による市場競争力の強化。

北洋銀行

152 2501120533

北海道

有限会社向畑製作所

射出成形金型の内製化のためのＮＣ制御精
密平面研磨機の導入

札幌信用金庫

153 2501120534

北海道

パッシブホーム株式会社

省エネ建築とスマートハウスを融合した「ス
マートエコハウスアプリ」の研究開発

北洋銀行

154 2501120535

北海道

株式会社加藤建設工業

『フライアッシュコンクリート製造のための周辺
北海信用金庫
設備投資計画』
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商工組合中央金庫

北洋銀行

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

北洋銀行

北陸銀行

税理士法人セントラル

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

155 2501120537

北海道

有限会社光清歯研

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置導入による切削加
工技術の高度化

株式会社ラコンテ

156 2501120540

北海道

吉峰鉄工株式会社

レーザー加工機の導入による金属部品の加
工工程の効率化と品質及び売上の向上

一般財団法人旭川産業創造プラザ

157 2501120541

北海道

株式会社土谷特殊農機具製作所

可動型アイスシェルターの開発による氷冷熱
北陸銀行
を利用した貯蔵の普及

158 2501120542

北海道

長谷製菓株式会社

自動制御機能付デポジッター（チョコレート等）
株式会社ラコンテ
導入による生産性向上

159 2501120543

北海道

株式会社イシカリ

塗装工程における新型塗装乾燥炉装置の導
入による品質の向上と生産リードタイムの短 北海道銀行
縮

160 2501120544

北海道

株式会社ヴィッツ

精密農業に資する農業機械の高度化と低コス
名古屋銀行
ト化を実現する制御ソフト生成ツール開発

161 2501120548

北海道

株式会社北海道パレットリサイクル 外部電源を要しない自立駆動型温風暖房装
システム
置の開発

162 2501120550

北海道

株式会社ＭＯＮＳＴＡＲｄｅｓｉｇｎ

効果的な映像プロモーションの実現に向けた 公益財団法人北海道中小企業総合
透過型モニターＢＯＸの開発。
支援センター

163 2501120560

北海道

ニセコフードコミッション企業組合

ニセコ産の農産品や食材を使ったローフード
製品の開発とローフードの普及

164 2501120561

北海道

さくら食品株式会社

『黄金そだちの別海牛乳』の生クリームをアイ
むらずみ総合事務所
スに直接使用した新しい冷菓の製造

165 2501120562

北海道

岩内海産商協同組合

高効率な凍結加工設備への更新による新商
品開発と海外輸出への新事業展開

166 2501120563

北海道

男山株式会社

リサイクル瓶利用率向上によるコスト削減と環
北陸銀行
境負荷軽減

167 2501120565

北海道

株式会社総研テクチャー

椅子型ユニバーサルデザイントライク（三輪
車）の開発

北海信用金庫

168 2501120566

北海道

メタロジェニクス株式会社

水処理装置の性能評価を短時間で実現させ
る水質汚濁レベル測定システムの開発

北洋銀行

169 2501120571

北海道

株式会社アクトシステムズ

電気自動車（以降ＥＶ）急速充電用等の大容
量高効率スイッチング電源（充電器）の開発及 北洋銀行
び量産製品化体制の整備。

170 2501120573

北海道

丸一北川食品株式会社

レトルト加圧殺菌による長期保存可能な高鮮
北陸銀行
度野菜（魚）の開発

171 2501120574

北海道

北海道衛星株式会社

飼料タンク残量管理システムの開発

公益財団法人北海道中小企業総合
支援センター

172 2501120575

北海道

株式会社エコニクス

海洋環境モニタリングシステムにおける光給
電システムを用いた電気式センサの開発

北洋銀行

173 2501120576

北海道

株式会社北国からの贈り物

北海道産の機能性食品・化粧品のアジア市場
株式会社ネクストビジネス
への販路拡大と販促支援システムの構築

174 2501120577

北海道

野外科学株式会社

比較的小規模の油等土壌汚染サイトに向け
た、低価格の現地汚染浄化事業

175 2501120579

北海道

株式会社フェリクシード

女性の社会進出及び就業率向上に向けた
マッチングシステムの開発（フェリクシードキャ 北海道銀行
リア）

176 2501120580

北海道

株式会社ヤマニ野口水産

最新型高速パックシーラー導入による「いくら
商工組合中央金庫
醤油漬」の新たな商品展開

177 2501120584

北海道

株式会社エイチビーフーズ

最新型スチームコンベクション導入による「焼
北洋銀行
きザンギ」の開発事業

178 2501120585

北海道

三鵬商事株式会社

パイ生地製造ラインおよび新型オーブンの導
商工組合中央金庫
入による自社生産力アップＦＬ改善計画

179 2501120587

北海道

株式会社チャイルド鹿部

繊維製品製造における、特殊技術を用いた高
付加価値製品製造の為の設備導入及び技術 りそな銀行
開発

180 2501120588

北海道

株式会社宝水ワイナリー

ブランド力向上のためのスパークリングワイン
空知信用金庫
醸造事業
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181 2501120589

北海道

株式会社ベル・クール研究所

ハマナスの花弁を使用した精油・芳香蒸留
水・ハマナスエキスの抽出方法

182 2501120590

北海道

北海道電気相互株式会社

クラウドを活用した見える化と制御システムの
提案 『建築現場におけるエネルギー管理シ 北海道銀行
ステム』による省エネルギー性能の向上を図
ります

183 2501120593

北海道

株式会社ＡＥＩＩＮＴＥＲＷＯＲＬＤ

発酵米ぬかに無添加・無着色の天然成分を
配合したペット用補助食品の開発

184 2501120594

北海道

ノーステックテレコム株式会社

北海道と世界中のクリエイターを結ぶ携帯電 一般社団法人中小企業診断協会北
話用パーツ部品の製造小売事業の展開
海道

185 2501120626

北海道

有限会社アルフ

高精度成形研削機の導入によるＰＣＤ（焼結
ダイヤ）プレス部品の精密研磨加工技術の確 室蘭信用金庫
立
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北洋銀行

株式会社吉岡経営センター

