平成２８年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

交付決定額

交付決定日

ヘルシー需要に対応した北海道産米「焼きおかき」の
開発と海外展開拡大

6,349,300

平成29年4月11日

2 東洋農機株式会社

酸化被膜除去のためのイージーカットの導入

7,266,000

平成29年4月11日

3 ヒラノ印刷工業株式会社

道内で唯一の針金付荷札製造業者が挑む生産力
アップ事業。

5,000,000

平成29年4月12日

4 株式会社長崎商事

特徴認識選別機の導入による豆の選別性能、及び、
生産性の向上による、より高品質な自社ブランドの確
立

13,266,000

平成29年4月12日

5 マルサン塗料株式会社

自動車修理工場等の水性塗装化を促す「水性塗装
化プロジェクト」の推進

8,333,000

平成29年4月12日

6 網走ビール株式会社

地ビール製造充填ラインの無人化投資によるアジア
圏等海外販売強化事業

29,666,666

平成29年4月13日

7 有限会社京進機工

技術の高度化で超高圧先端金具の高効率化のニー
ズに応える。

22,333,300

平成29年4月13日

8 函館米穀株式会社

輸出拡大のための高品質化及び生産性向上を目的
とした自動計量包装機の導入

10,000,000

平成29年4月13日

9 有限会社坂本鉄工所

北海道農業の競争力強化のために～新型曲げ機導
入による劇的なＱＣＤ向上と新製品開発

10,000,000

平成29年4月13日

10 株式会社サン高千穂

最新印刷機等の導入による品質・生産性の向上及び
コスト削減事業

7,333,333

平成29年4月13日

11 株式会社安田鉄工所

高速穴あけ加工機導入によるＩｏＴ化の実施と生産性
の向上

28,000,000

平成29年4月13日

12 株式会社萬世閣

洞爺湖万世閣 湖水チーズＴＯＹＡ工房 設備投資事
業

9,926,664

平成29年4月13日

10,000,000

平成29年4月13日

1

13

株式会社北海道米菓
フーズ

事業計画名

株式会社環境テクニカル 水及び土壌中の重金属分析の迅速化及び精度の向
サービス
上

14 株式会社ｅｓａｋｉ

異常気象に対応できる効率的農産物管理体制およ
び収穫体制の構築

1,150,000

平成29年4月17日

15 髙木テント工業株式会社

若者が職人になる高性能機械の導入による品質・生
産性向上

3,466,666

平成29年4月17日

16 有限会社貴泉堂

最新型真空包装機導入による包装技術の高精度化
と生産リードタイムの短縮

1,100,000

平成29年4月17日

17 日進工業株式会社

角形鋼管の孔開、切断加工の内製化による、緊急対
応力のボトルネック解消を図る競争力強化事業

10,000,000

平成29年4月19日

18 株式会社東邦製作所

長尺切断機導入による木材加工特注建具、家具の
品質向上及び納期短縮

5,000,000

平成29年4月19日

19 株式会社ヴルストよしだ

全自動スモークハウス導入による生産性の向上と品
質の均一化の実現

8,289,000

平成29年4月19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

20 南富サポート有限会社

大型車両整備の内製化による運送経費の低コスト化
による経営力向上計画

1,762,000

平成29年4月19日

21 株式会社よねたや

東南アジア向け輸出用北海道産スイーツの商品供
給能力の向上

5,000,000

平成29年4月19日

22 株式会社南かやべ水産

高級ブランド昆布加工品の生産性向上のための機
械導入事業

3,806,666

平成29年4月20日

23 有限会社桜井製本

大型特殊紙折機の導入と弊社技術による製品付加
価値の向上と観光客向けツールの新規開拓

9,200,000

平成29年4月20日

24 株式会社トラストフォース

保育所や幼稚園での登降園時間をデータ化し業務
負担を軽減する事業

2,567,183

平成29年4月20日

10,000,000

平成29年4月20日

25

インターステラテクノロジ
ＣＮＣ旋盤導入によるロケット開発のリードタイム短縮
ズ株式会社

26 株式会社カンディハウス

北海道産材を使った木製脚物家具の生産強化及び
輸出の促進

30,000,000

平成29年4月20日

27 株式会社千幸社

木材加工技術の精度と効率を高めて、圧倒的な優位
性のもと、業界Ｎｏ．１を目指す。

10,000,000

平成29年4月25日

最新高温高圧レトルト殺菌装置の導入による国産ス
28 日本食品製造合資会社 イートコーン缶詰の需要対応と高付加価値製品の開
発

10,000,000

平成29年4月25日

ＡＩを用いたロボット制御によるプレス絞り成形の自動
化

2,833,333

平成29年4月25日

5,000,000

平成29年4月25日

5,000,000

平成29年4月26日

10,000,000

平成29年4月26日

29 株式会社ホクエイ
30

有限会社デンタルラボ遊 ５軸加工ミリングマシンの導入による補綴物加工の
佐
高精度化と短納期化の実現

31 有限会社三浦好商店

冷凍真空パックしじみの生産における作業効率化と
増産体制の確立事業

32 株式会社小原

北海道のソウルドリンク「コアップガラナ」増産計画

33 家具工房Ｐｅｅｋ

ＵＶプリンター導入による顧客ニーズへの対応と新品
開発による販路開拓

2,203,333

平成29年4月26日

34 丸富テント工業株式会社

３次元対応シート溶着機の導入による多面体・曲面
テントの接合部の高性能化と生産効率の向上

2,834,000

平成29年4月26日

株式会社三共コンサルタ 空と陸における三次元計測データによる高精度・高
ント
品質・高サービスの三次元モデル形成

10,000,000

平成29年4月26日

3,950,400

平成29年4月26日

35

36 ザッツヘアークリエート

ユニバーサルデザイン施術設備と同時施術サービス
で次世代美容室へ

37

株式会社機能性植物研
ブロッコリーの機能性成分を活用した食品開発
究所

1,009,000

平成29年4月26日

38

株式会社ハイテックシス 農水産業のＩｏＴ化を支援する多機能無線センサーシ
テム
ステムの開発

4,979,998

平成29年4月26日

39 旭電機有限会社

新型パンチプレス機の導入による船舶用配電盤作製
システムの確立

20,000,000

平成29年4月26日

40 北海バネ株式会社

高周波誘導加熱装置導入による軌道用部品の生産
プロセス改善と長期安定供給の実現

10,000,000

平成29年4月26日
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申請者名称

交付決定額

交付決定日

自動車新技術に対応した整備機器導入による生産
効率の向上及び競争力強化

10,000,000

平成29年4月26日

42 南富林建有限会社

森林被害木等の処理作業システム効率化による生
産性向上計画

9,220,000

平成29年4月26日

43 株式会社グリーンズ北見

独自技術を用いた生産設備導入による「高濃縮加工
玉ねぎ」

10,000,000

平成29年4月26日

44 鳥羽農園

ミニトマトの自社加工による高付加価値商品の開発
による経営力向上計画

2,706,000

平成29年4月26日

フードクリエイトジャパン 日本初のドライエイジング新製法の確立による生産
株式会社
効率化のための設備導入事業

8,553,333

平成29年4月27日

46 株式会社上田商会

軽量・頑丈な建築用コンクリートブロックの量産体制
の構築

7,959,533

平成29年4月27日

47 山本鉄工株式会社

鉄骨用ショットブラスト導入による接合技術の高度化
と高品質化、生産効率の向上

10,000,000

平成29年4月27日

48 渡辺農機株式会社

加工設備の導入による生産性の高効率化から技術
承継、競争力強化をおこなう

19,400,000

平成29年4月27日

49 株式会社ダイゼン

買い物難民に生活必需品を超低価格で提供可能に
する新物流システムの構築

10,000,000

平成29年4月27日

50 松井興商

高周波シート溶着機導入による一貫製造体制の確
立および新市場進出

5,859,000

平成29年4月27日

41

45

株式会社南富自動車
サービスエリア

事業計画名

51

有限会社小杉鉄筋工業 地震に強い高強度鉄筋加工設備導入と見積新事業
所
開始による女性活躍の機会創出とＱＣＤ向上

4,650,000

平成29年4月27日

52

株式会社アジア地域連
携研究所

農産物ＧＡＰの教育研修、品質管理システム構築に
おけるＩｏＴ活用システム開発事業

4,840,000

平成29年4月27日

53 ソーゴー印刷株式会社

新型製本設備導入により、北海道と地元十勝の情報
を全国、そして海外へ

10,000,000

平成29年4月27日

54 株式会社リープ

高性能全自動精密平面研削盤の導入による研削加
工の高精度化と生産リードタイムの短縮

6,790,000

平成29年4月27日

ニードルレスインジェクターの導入による骨なし魚製
造工程の効率化

10,000,000

平成29年4月27日

56 有限会社中田食品

未利用資源であるおからを用いてのシリアルバーと
菓子原料の開発

4,612,000

平成29年4月27日

57 バイオセンサー株式会社

酪農現場で使用可能な乳牛血液中のカルシウム測
定システムの開発

2,001,330

平成29年4月27日

58 株式会社山本忠信商店

北海道産豆類の微粉末化による利用シーン拡大事
業

10,000,000

平成29年4月27日

59 南富フーズ株式会社

エゾシカの廃棄部位をペットフードとして商品化する
生産技術の開発

1,800,333

平成29年4月27日

株式会社マルセンクリー ＩｏＴを用いた自動倉庫システム導入による生産プロ
ニング
セス改善・競争力強化事業

30,000,000

平成29年4月27日

Ａ０サイズの最新ＣＴＰシステム導入による地図印刷
の効率化とサービス向上

10,000,000

平成29年4月28日

55

60

有限会社ヤマニシ西家
商店

61 北海道地図株式会社
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申請者名称

事業計画名

62 橋谷株式会社

北海道産小麦粉ブレンドプロジェクトによる新市場の
開拓

63 株式会社第一ホテル

砂ろ過装置による温泉泉質向上事業

64 有限会社山石前野商店

交付決定額

交付決定日

2,373,000

平成29年4月28日

10,000,000

平成29年4月28日

高度色彩選別機の導入による品質向上にともなう新
製品の創造

4,126,600

平成29年4月28日

65 日の出工芸株式会社

樹脂専用ＮＣルータ工作機導入による、オリジナルブ
ランドウオール事業の品質向上と作業効率化の実現

10,000,000

平成29年4月28日

66 株式会社キラットニセコ

多言語化対応タッチパネル式券売機等導入による利
便性及び効率の向上

1,511,999

平成29年4月28日

67 旭イノベックス株式会社

パネルヒーターの自動ロウ付け機の導入による生産
性向上と競争力強化

10,000,000

平成29年4月28日

農業資材用金属部材の機械加工におけるコストダウ
ンと生産性向上

7,866,000

平成29年4月28日

15,000,000

平成29年4月28日

システムデザイン開発株 デジタルペン情報処理装置を応用したストレスチェッ
式会社
ク検診システム

4,285,333

平成29年4月28日

71 ダットジャパン株式会社

コールセンター運用実績に基づく実用的チャットボッ
ト開発・事業化

8,786,646

平成29年4月28日

72 オムニス林産協同組合

カラマツの高品質建築用構造材「コアドライ」の量産
体制確立事業

10,000,000

平成29年5月1日

73 第一金属株式会社

高速給材装置及びキズ画像検知機導入による省力
化と生産能力向上

10,000,000

平成29年5月1日

74 有限会社山﨑ワイナリー

地域性を最大限に表現した「日本ワイン」の赤ワイン
製造

5,000,000

平成29年5月1日

北海道内田鍛工株式会 電力用架線金物のブランク工程自動化による競争力
社
向上と新市場への挑戦

9,716,000

平成29年5月1日

6,290,666

平成29年5月1日

68

株式会社ケイピーシン
コー

69 池田食品株式会社

70

75

縦型ピロー包装機導入に因るギフト商品、節分商
品、アソート商品の開発

76 北見第一木材 株式会社 木くずの破砕施設設置によるリサイクル製品化事業

77 株式会社土谷製作所

超小ロット生産対応のためのプレス加工ライン

10,000,000

平成29年5月1日

78 丸栄水産株式会社

ＩｏＴを活用した製造ラインの構築による生産性向上、
海外への商品供給力強化の体制作り

26,666,000

平成29年5月1日

79 有限会社関畳店

北海道初！圧着折曲機導入による薄畳・縁無畳生
産の劇的なＱＣＤ向上と新しい提案営業

4,633,300

平成29年5月1日

80 川上泰次

農業系廃棄物を有効活用した有機堆肥・液肥の生産
事業

30,000,000

平成29年5月1日

81 株式会社江戸屋

自動計量機の導入により自社製品の販路拡大に向
けた低コスト、量産体制の確立

9,466,000

平成29年5月2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

82 旭タクシー株式会社

高齢者会員制介護タクシーシステムによる総合生活
支援事業計画

10,000,000

平成29年5月2日

83 有限会社山崎製作所

ＡＣサーボプレス導入による生産性の向上と新市場
開拓

5,000,000

平成29年5月2日

84 株式会社津別ファーム

ＩｏＴ活用による和牛繁殖の生産性向上構築事業

4,107,790

平成29年5月2日

北海道の農・畜・水産資源の付加価値向上のための
高品質な米こうじ製造

4,850,300

平成29年5月2日

86 有限会社木川商店

自社製品の製造能力と検査体制の強化による地元
食材の付加価値向上と販路拡大

1,097,333

平成29年5月2日

87 有限会社丸源保刈製麺

十勝産小麦１００％「生パスタ」の製造開始による十
勝産小麦のブランド化事業

2,997,000

平成29年5月2日

88 株式会社長沼あいす

道産原料を燻煙加工した食肉加工品の生産性向上

10,000,000

平成29年5月2日

89 坂巻歯科医院

患者ニーズに対応した治療期間の短縮による新たな
治療サービスの提供

10,000,000

平成29年5月2日

90 北新工業有限会社

乳牛用飼料（ＴＭＲ）の製造工程の自動化

30,000,000

平成29年5月2日

91 北海道車体株式会社

経済社会情勢の変化に対応する車輌の架装事業拡
大の為に、生産性向上と監視・分析を行う。

30,000,000

平成29年5月2日

85

合同会社蝦夷ノ富士醸
造

92

株式会社エム・ツー・カン ＡＲ（拡張現実）導入による広告プロモーション提案の
パニー
商品力向上及び競争力の強化。

2,908,666

平成29年5月2日

93

株式会社釧路内燃機製 小規模ウニ加工業者の高齢化・３Ｋ・高付加価値化
作所
に対応する「自動ウニ殻割り機械」の開発

2,568,000

平成29年5月2日

94 株式会社トップファーム

ＩｏＴ情報を活用した繁殖管理システム構築と畜産経
営の高度化

9,852,382

平成29年5月2日

95 株式会社倉本鉄工所

工作機械のＣＮＣ化及びＩｏＴ化による包括的生産管
理体制の構築

20,000,000

平成29年5月2日

96 株式会社花月

外販向け焼き菓子の効率的増産と高品質短納期化
計画

5,662,000

平成29年5月2日

有限会社芽室自動車整 管内初の自動車検工場の設立による正確・迅速・高
備工場
品質な車検サービスの開発・事業化

19,363,000

平成29年5月2日

98 株式会社アンクル

レンタル用大型ＬＥＤスクリーン導入による市場拡大
及び新規顧客開拓

10,000,000

平成29年5月2日

99 株式会社近海食品

多関節ロボット導入を軸とした箱詰オートメーション化
実現によるとろろ昆布製品の生産性向上計画

10,000,000

平成29年5月2日

100 株式会社ホットハウス

ＡＩシステムを活用した不動産仲介及び管理業務の業
務効率化の実現

18,186,666

平成29年5月2日

101 有限会社ムトウ自動車

環境にやさしい地域初の水性塗料対応ブース導入に
よる未来型整備工場化事業

10,000,000

平成29年5月2日
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102 有限会社蝦名漁業部

日本一の羽幌産甘えびを最高の鮮度で加工するた
め機械設備導入

4,368,933

平成29年5月8日

103 北建建設有限会社

エゾ鹿肉を使用した熟成肉の開発による「山恵の鹿
肉」ブランド化事業

4,989,333

平成29年5月8日

104 株式会社村瀬鉄工所

省エネルギーで高生産性な砂型造型技術を確立し、
高機能耐震異形管市場の参入を拡大する事業

10,000,000

平成29年5月8日

105 株式会社トーワ建設

中国市場向け汚染土壌修復資材を高性能化した新
資材開発

4,970,000

平成29年5月8日

106 北開鉄工有限会社

ロールベンダーと溶接ロボットの導入による食品加工
機械の一貫生産体制の構築

10,000,000

平成29年5月8日

107 北海食品株式会社

世界初、魚卵加工工程時に、窒素置換冷水を用いた
食の安心安全及び高鮮度保持向上の取組

10,000,000

平成29年5月8日

108 野村興産株式会社

電池滓フラックスの自動梱包ラインを導入し量産化す
る

10,000,000

平成29年5月8日

109 新札幌乳業株式会社

業務用小袋牛乳の全自動充填・梱包機器導入によ
る新市場獲得

10,000,000

平成29年5月8日

株式会社檜山地域振興 顧客管理ポイントシステム導入によるリピーター及び
公社
新規顧客満足度ＵＰ

1,166,000

平成29年5月8日

低糖質麺等新商品開発と高機能製麺機等設備導入
による生産性向上事業

16,212,474

平成29年5月8日

メルチーズの新商品の展開と更なる増産体制を確立
し企業基盤を強化する。

10,000,000

平成29年5月8日

多形鋼対応自動せん断機械を用いた加工技術向
上・製造体制の強化

10,000,000

平成29年5月8日

海上と外食産業の直接取引ＡＩ化による革新的な流
通システム構築

26,666,600

平成29年5月8日

115 竹丸渋谷水産株式会社 新製品『朝漬け明太』の生産増へも対応した生産性

10,000,000

平成29年5月8日

116 株式会社宇野牧場

全国・海外展開をするトロケッテ・ウーノの生産性向
上設備導入

8,343,232

平成29年5月8日

117 佐藤鋳工株式会社

無人加工ラインの導入による自動車用鋳鉄部品の革
新的な生産プロセスの改善

30,000,000

平成29年5月8日

118 株式会社サンクレエ

ドライブレコーダーの動画を解析して眠気レベル等を
判断するＡＩの試作開発

1,866,000

平成29年5月8日

株式会社池田熱処理工 新規熱処理部品の受注を目的とした高性能３次元測
業
定機の導入

8,880,000

平成29年5月8日

ワンオフ品（付加価値の高い非量産品）対応力強化
に向けた新型５面加工門型マシニングセンタ導入事
業

30,000,000

平成29年5月8日

株式会社植物育種研究 涙の出ない・辛くないタマネギ（新品種）の新規顧客
所
の開拓及びブランド力の強化

5,000,000

平成29年5月8日

110

111 株式会社ＰＬＵＳ２

112

有限会社プティ・メル
ヴィーユ

113 株式会社残間金属工業

114

119

株式会社いずみホール
ディングス

120 株式会社西野製作所

121
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農商工連携等による北海道産さつまいもの生産性向
上、販路拡大事業

2,023,333

平成29年5月8日

株式会社進藤鋳造鉄工 鋳造プロセスにおける測定器の導入による不良率改
所
善

1,553,799

平成29年5月8日

4,000,000

平成29年5月8日

122 こうざい農園

123

事業計画名

124 株式会社スマッチ

ビューティ・シェアリング・エコノミーの事業化

125 シンセメック株式会社

工具折損検知機能を備えた５軸加工機導入による長
時間連続加工の実現

10,000,000

平成29年5月9日

126 株式会社松原米穀

「契約栽培米」製造量増加事業

10,000,000

平成29年5月9日

127 ベル食品株式会社

画期的新商品発売で海外を狙う！スパウト（抽出口）
付パウチ製品で販路拡大を図る事業

25,286,660

平成29年5月9日

128 浜塚製菓株式会社

給袋自動包装機導入に因る生産効率の向上とニー
ズに合わせたジッパータイプ包装の商品開発

10,000,000

平成29年5月9日

5,000,000

平成29年5月9日

20,000,000

平成29年5月10日

株式会社アビサル・ジャ 高齢者の脆い乾燥肌ケア用製品を植物バターを原
パン
料に新製法で開発

10,000,000

平成29年5月10日

132 有限会社明精工機

最新型立形マシニングセンタ導入による加工精度と
生産性の向上

10,000,000

平成29年5月10日

133 有限会社三栄アグリ

最先端レトルト技術「レアフル」導入による品質・生産
性の向上と新商品開発

9,600,000

平成29年5月10日

10,000,000

平成29年5月10日

3,600,000

平成29年5月10日

5,000,000

平成29年5月10日

129 株式会社アイキ産業

130 株式会社南華園

131

134

株式会社メタルアート安 職人技と最新設備の融合！デザイン性の高い特注
藤
品の生産性向上事業

135 有限会社谷口建板

136

北海道畑作農業の高度化・大規模化に最適な、日本
初の「四駆型エンジンポンプ搭載散水機」の試作開
発
加圧加熱殺菌装置と最新式オートトラベラー導入に
よる高付加価値・高品質・長期保存可能な具入りソー
ス類の開発事業

鋼板用電動式加工機械の導入による生産能力向上
により省力化と市場の拡販

株式会社ファイバーゲー 置くだけで無線ＬＡＮ環境構築！設置容易性を追求し
ト
た無線ＬＡＮ基地局の試作開発

137 株式会社ビーム・オン

楽しみながら早期発見 ＡＩで脳老化を検知するクラ
ウドサービス

3,500,000

平成29年5月11日

138 有限会社ホテル十勝屋

ＩＴ化推進による業務効率化に伴う顧客満足度の向
上およびビジネスモデルの革新

9,530,000

平成29年5月11日

株式会社スカイシー
ファーマ

世界初となる北海道産農産資源からの高濃度エクソ
ソーム製造販売事業

5,611,949

平成29年5月11日

140 札幌シーフーズ株式会社

骨なし魚の国内増産と高品質化を目指す魚加工用ロ
ボットの導入

10,000,000

平成29年5月11日

141 株式会社望月製麺所

多品種製造対応自動麺切出し機導入による製造能
力増強事業

4,490,666

平成29年5月11日
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142 株式会社春木商店

最新式海水フレーク氷導入による高鮮度鮮魚の商圏
拡大事業

4,353,333

平成29年5月11日

143 株式会社マルデン

「洋食向け生食用定塩鮭鱒カット」製造用の機械設
備導入事業

9,811,000

平成29年5月11日

144 ウエモンズハート

牧場直営のジェラートの増産およびプリン製造販売
開始

5,000,000

平成29年5月11日

145 京浜精密工業株式会社

ＩｏＴとＡＩを活用し「停まらない・不良を造らない工場」
の実現

30,000,000

平成29年5月11日

146 有限会社梅津製作所

高精度精密加工部品の更なる高精度化および生産
性向上

20,737,644

平成29年5月11日

147

北海道はまなす食品株
式会社

納豆製造ラインのロボット化・自動化・ＩＯＴ機能の付
与による生産力の強化

30,000,000

平成29年5月11日

148

株式会社バイオマスソ
リューションズ

有機肥料製造プロセスにおける乾燥機能強化による
生産性向上化事業

4,400,000

平成29年5月11日

149

株式会社伸和ホールディ 「生つくね」ラインの増設及び改良、自動化による品
ングス
質、生産能力向上

10,000,000

平成29年5月11日

150

株式会社ジャパン・バイ
オメディカル

再生医療向け新規国産原料「成獣ウシ加工処理血
清」の製造

9,913,332

平成29年5月11日

最先端インソール製作システムの導入による製作工
程の効率化と品質の高度化と安定化

9,960,000

平成29年5月15日

日本動物特殊診断株式 動物の先制医療開発に適した、新たな生体サンプル
会社
調製法の開発

4,801,933

平成29年5月15日

151 有限会社ＰＯライフ

152

153 北海道ポラコン株式会社

働き手確保および従業員の継続労働を可能にする
ためのツール開発

5,000,000

平成29年5月15日

154 株式会社北洋運輸

荷物の仕分けを自動化したい！手作業の仕分けか
ら自動化し、作業効率大幅向上計画

10,000,000

平成29年5月15日

155 リタファーム＆ワイナリー

シャンパーニュ伝統製法によるスパークリングワイン
の製造

5,000,000

平成29年5月15日

156 みれい菓合同会社

国産初の菓子、キャラメル「ナッツブリトル」の製造ラ
インを作り、新名産品として展開する。

9,998,000

平成29年5月15日

北海道電気相互株式会 ＩＯＴを活用し住宅環境設備と介護をつなぐ製品の開
社
発及び販売

13,430,991

平成29年5月15日

スラリーアイスを利用した生鮮魚水揚時等の温度管
158 平冷プロマリン株式会社 理の徹底と雪氷を用いた高鮮度の水産物製品の製
造

9,333,333

平成29年5月15日

大型金型製作、樹脂金型対応技術向上事業（ＩＣＴ対
応機械活用）

28,600,666

平成29年5月16日

160

北海道中央葡萄酒株式 ハスカップなどのスパークリングワイン増産による売
会社
上と販路の拡大

1,880,000

平成29年5月16日

161

北海道ダイニングキッチ 北海道産スープの生産性向上と環境整備による安
ン株式会社
心安全の商品供給体制整備

7,709,332

平成29年5月17日

157

159 株式会社堀本工作所
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凍結防止用保温水道管の性能向上と品質及び生産
性向上のための特殊アルミスパイラル成形機の導入

10,000,000

平成29年5月17日

ジェイ建築システム株式 木造建築物の開口部を耐震化する『外付木質フレー
会社
ム』の研究開発

1,229,995

平成29年5月17日

162 株式会社新興工業

163

事業計画名

164 株式会社ツキモク

ボトルネック工程の工程集約と高精度化により川下
企業のニーズに対応する

20,000,000

平成29年5月17日

165 有限会社広尾測量

測量作業の時間短縮・高精度化を実現する全地球
測位システムを活用した測量体制の確立

5,182,406

平成29年5月17日

166 株式会社リナイス

水産系廃棄物「サケひれ」由来機能性食品原料「ア
ンセリン」の製造技術開発

30,000,000

平成29年5月23日

167 株式会社フェリクシード

雇用促進に向けた中小企業向けの配送ルート検索
マップ＆ドライバーサポートシステムの開発

2,686,666

平成29年5月23日

168 杉本金属工業株式会社

北海道初、ディスクレーザー用多関節ロボットの導入
による製造革新

30,000,000

平成29年5月24日

169

フードプランニングオフィ １００％北海道産原料を使用した全国展開を目指す
ス サレ・ド・シュクレ
原料公開型のさっぽろスイーツの製造・販売事業

1,136,666

平成29年5月24日

170

株式会社アウトプットクリ 印刷関連機器の導入により事業領域の拡大と競争
エイション
力強化を目指す事業

19,866,666

平成29年5月25日

171

アテリオ・バイオ株式会
社

乳酸菌生剤製造プロセスのＨＡＣＣＰ対応等高品質
化設備の導入

6,082,000

平成29年6月1日

172 ファームエイジ株式会社

これで経営力アップ！「ＩｏＴを活用した放牧酪農環境
総合スマート管理サービス」の提供

4,773,332

平成29年6月12日

173 株式会社村田塗料店

除雪重機・排雪車用滑雪塗料の試作開発

3,265,271

平成29年6月14日

174 ＫＩＣ株式会社

衣料品卸による３つの「省人化」を図る生産性向上プ
ロジェクト

8,343,407

平成29年6月27日

175 エコモット株式会社

「ＩｏＴ＋ＲＦＩＤ＋ＡＩ」を活用した業界初のＩｏＴソリュー
ションの開発・提供

19,999,999

平成29年7月26日
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